
認知症高齢者と家族の支援特集１

　認知症の人の介護には，認知機能障害やBPSDへの対応の

困難さに加えて，これまで元気だった家族の知性の衰退を見

ることの苦悩や意思疎通の困難さ（関係性の喪失に伴う苦

悩），他人に迷惑をかけていないかという気遣いなど，認知

症という病気に特有のつらさがあるとされます１）。家族が自

身の精神的健康を保つことは，認知症の人の心の安定にもつ

ながります（BPSDの改善につながることも）。このため，認

知症の人の家族支援においては，生活上の諸問題への対応に

加えて，彼らの心理面のケアも大切になります。

　本稿では，この点について事例を通して考えます。なお，

倫理的配慮から，紹介する事例は複数の事例を組み合わせた

架空のものです。

　事例１　　Ａさん（60代，女性，週４回のパートタイム勤務）
　夫のＢさん（70代，アルツハイマー型認知症）はもとも

と人と話すことが好きで，デイサービスでもスタッフとよく

話しているようですが，デイサービスのない日はボーっとテ

レビを見て過ごしています。しかし，玄関のインターホンが

鳴ると，誰かを確認せずに出て，訪問者と話し込んでしまい

ます。妻のＡさんは，自分が不在の時にＢさんが悪質な訪問

販売にひっかからないか心配すると共に，いつもＢさんの長

話に付き合ってくれる郵便局員に申し訳なく思っています。

　訪問看護時にＡさんに介護の状況を伺うと，❶「いろいろ
なことがあったから，夫の症状はしょうがないと受け入れ

ている」と語る一方で，「最近はオレオレ詐欺もあるから，

来客があったらインターホンで確認してほしい」と，具体

的な対策を求められました。また，「家計のためとはいえ，

自分がパートで出ている時は，夫に寂しい思いをさせてし

まい申し訳ない」，❷「最近症状が進んだような気がするが，
自分が夫を十分に外に連れ出せないのが原因なのではない

か」と，Ｂさんに対して罪悪感を抱いているようです。

●❶家族がたどる心理的ステップ
　認知症の人の家族は，介護を通して大きく４つの心理的ス
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テップをたどると言われています２）。

　ステップ１　　とまどい，否定：元気だった家

族の異変に気づくものの，受け入れられず

否定し，周囲に打ち明けられずに一人で悩

む時期

　ステップ２　　混乱・怒り・拒絶：認知症の理

解が不十分であるために，認知症の症状に

振り回され，心身ともにつらい時期

　ステップ３　　あきらめ・割りきり：認知症の

理解が進み，認知症の症状に振り回されて

も損だと考え，認知症の人を元に戻そうと

するのをあきらめるようになる時期

　ステップ４　　受容：認知症の理解がさらに深

まり，認知症の人をあるがままに家族の一

員として受け入れられる時期

　一般的には，ステップ３・４の時期に

なると当初よりもストレスが減り，家族

に精神的余裕が出てくるとされています。

　心理的ステップは行きつ戻りつ，紆余

曲折を経て進んでいきますが，被介護者

の施設入所や死去などにより，途中の時

期で介護が終わることもあります２）。ま

た，Ａさんのように，認知症の症状を受

け入れていると語っていても（ステップ

３の時期にいるように見えても），どこ

かで認知症を否定している（ステップ

１・２の時期にいる）場合も少なくあり

ません。

　Ｂさんが「インターホンを使えない」

のは，認知機能障害（特に実行機能障害）

が背景にあると考えられるため，これか

らＢさんがインターホンを使えるように

なるのは難しいかもしれません。一方で，

家族は頭では難しいと分かっていても，

「でも，これぐらいはできるようになっ

てほしい」と，両価的な思いを抱いてい

ることが少なくありません。

　このように心理的ステップは，必ずし

もきれいに分けられるものではないこと

から，複数の時期が併存している場合も

あることを念頭に置いて，家族に接する

ことが大切です。また，事例のように具

体的な対応策を求められることも多いと

思いますが，その際には対応策を提案す

るだけではなく，家族の悩みの背景にあ

る思いも伺います。家族の中には，看護

師や介護士に介護の諸問題への対応方法

は相談できても，自分の心理面のことを

相談するのは申し訳ないと思っている人

もいます。こちらから家族の気持ちに
寄り添う姿勢を示すことが，家族の
心理面のケアの第一歩になります。
　また，家族の思いを伺う時には，つい

励ましたくなっても，まずは傾聴と受

容，共感が大切です。対応策や情報の提

供も大切ですが，家族が被介護者の現状

に対して両価的な思いを抱いている場合

は，逆に不安や認知症の否定の気持ちを

強めてしまう場合もあります。家族はし

ばしば被介護者が亡くなる前から，関係

性の喪失に伴う苦悩や悲嘆を経験しま

す。家族の“現在”の気持ちを尊重
して，（両価的な思いがあるようで
あれば）被介護者の現状を否定し
たい気持ちに寄り添い，受容するこ
とが大切です。
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特集2　高齢者のスピリチュアルケア

スピリチュアルとは何か
　スピリチュアル・ヘルス，スピリチュ

アル・ペイン，スピリチュアル・ケアと

いった言葉が，看護教育の教科書の中に

登場してきたのは，1998年にWHO執行

委員会（World Health Organization）で，

世界保健機関憲章の前文「健康の定義」

にスピリチュアル概念の追加を検討する

議論がなされてからだ。にわかに登場し

てきた耳慣れない言葉は，当初から多少

なりとも現場を混乱させたのではないだ

ろうか。「スピリチュアルって何？」と

いう疑問は，いまだに“スピリチュアル”

という言葉にしっくりくる和訳が見つか

らないことからも，解決していないだろ

うことが想像に難くない。

　日本におけるスピリチュアル・ケアの

草分け的存在である大下大圓は，スピリ

チュアルを「潜在的で，深層であり，そ

の広がる先は宗教に極めて近い存在」１）

と位置づけている（図１）。宗教もスピ
リチュアルも，何か遠い存在のように感

じられるかもしれないが，実は，私たち

の日常に当たり前に入り込んでいる。む

しろ，あふれている。それに気づくかど

うか，というところではないかと思う。

スピリチュアル・ペインに
年齢による特徴はあるか
　スピリチュアル・ペインについては，

各分野の第一人者がさまざまに定義して

いるので，ぜひとも学ぶべきだが，ここ

では，筆者の私感を述べることにする。
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大下大圓：人間のスピリチュアリティとスピリチュアルケア，2005.

図１　スピリチュアルとは
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　人は，生まれた時から「スピリチュア

ル」の小さな箱を胸の中に持って生まれ

てくる。その箱はフタが閉まっている。

フタが開くきっかけはいくつかあるが，

なかでも確実なきっかけの一つは，「自

分自身の生命（いのち）の限りを見た時」

である。老いや不治の病の罹患などによ

り，自分の生命の終焉を如実に意識した

時，スピリチュアルの箱のフタが開く。

　２つめは，「大切な人の生命の限りを

見た時」である。例えば，親や伴侶，も

しくは子どもや孫が不治の病の宣告を受

けた時などがそれにあたる。

　３つめは，大きな災害や事故の時であ

る。人の生命がむざむざといとも簡単に

奪われていくのを見た時，またスピリ

チュアルの箱のフタが開くのだ。

　フタが開いた箱の底からは，「私の人

生はなんだったのか」「生きている意味

はあるのか」「なぜ生まれてきたのか」

など，いくら探しても答えの見つからな

い問いが湧き上がってくる。私は，これ

を「スピリチュアル・ペイン」だと受け

止めている。特に生死にかかわる場面に

は，スピリチュアル・ペインの種がごろ

ごろしているのを感じている（図２）。
　では，そのスピリチュアル・ペインに

年齢による特徴はあるのだろうか。これ

また私の拙い経験値だが，いかに高齢に

なろうとも，「もっと生きていたい」と

思うのが人間のようだ。「もうあの年ま

で生きたのだから満足だろう，大往生だ

よ」というのは，まだ死がリアルでない

若輩者が言う「勝手」ということだ。そ

ういう意味では，スピリチュアル・ペイ

ンは年齢により影響を受ける部分もあり

はするが，人間に根本的に存在し続ける

「普遍の痛み」であるように思う。

現代における高齢者の
スピリチュアリティ
　現代における高齢者のスピリチュアル・

ケアを考える上で，欠かせない鍵となる

言葉は「老化」「認知症」「介護」，そし

て「自分が死ぬとは思っていない」では

ないだろうか。

　戦後75年，進歩し続けてきた現代医学

は，日常生活から「死」を遠ざけ，病院

に行けばなんとかなるという“病院信仰”

を不動のものとした。その中で，日本人

は自分が「死ぬこと」を考えなくなった

と言っても過言ではないだろう。「老い」

は必ず訪れるものと認識して準備をする

このようなスピリチュアルペインに対峙する
がん患者の抑うつ状態有病率は40％以上！

①不公平感 （私だけがなぜ…？）
②無価値感 （私の人生は何も意味がなかった）
③絶望感 （何をしても無駄だ）
④罪責感 （ばちが当たったのかもしれない）
⑤孤独感 （誰も私の本心を分かってくれない）
⑥脆弱感 （私は何もできない）
⑦遺棄感 （私は見捨てられた）
⑧刑罰感 （私は何かを間違っていたのか）
⑨困惑感 （この苦しみをどうしたらよいのか）
⑩無意味感 （私の人生は無駄だった）

図２　スピリチュアルペインの種
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老年看護学の教育力を高める！特集 3

　「高齢者観」とは，「歳を重ねることや

高齢者に対して人々が抱くイメージや観

念」１）です。つまり，高齢者に対する私

自身の観方・考え方であり，看護職者の

「高齢者観」が，高齢者を対象にした看

護実践の質に大きな影響を及ぼすと考え

ます。私は，講義・演習・臨地実習はも

ちろん，地域活動への参加などを通し

て，学生が自身の持つ「高齢者観」を洞

察し，自己の課題を明確にした上で，看

護現場に巣立っていってほしいと願い，

看護基礎教育を実践しています。

　本稿では，私が行っている教育方法を

具体的に紹介しながら，看護学生が高齢

者観を培っていくための教育についての

私見を述べます。

学生が自身の
高齢者イメージを言語化する
　超高齢社会の我が国において，高齢者

を対象にした看護場面はますます多く

なっており，高齢者やその家族のニーズ

に応じた看護の提供が求められています。

しかし，現代の学生は高齢者との接触体

験が少なく，高齢者の理解や高齢者との

対応に困難を要する場面もあります。ま

た，身体面の加齢変化や活動性の低下な

どのイメージが先行し，高齢者の持って

いる能力に気づかないまま，擁護すべき

存在として高齢者をとらえがちです。

　そこで，老年看護学に関連する講義の

中で，学生自身が自分の抱いている高齢

者イメージを意識できるよう，言語化し

て表現する機会を意図的に設けていま

す。そして，科目や学年の進度に従って，

自身の高齢者イメージが変化しているこ

とを学生自身が実感できるようフィード

バックしながら，自分の持つイメージが

看護の対象となる高齢者のアセスメント

や看護に影響することを自覚し，偏りが

ちな傾向を意識して，看護実践の中で広

い視野で高齢者の全体像をとらえられる

ようになってほしいという願いを伝えて

います。ここで，いくつか講義の具体例

を紹介します。

◆人間発達援助論での例
　まず，２年次の前期に開講する【人間

発達援助論】の講義の冒頭で，「あなた

は老年期をどのようにイメージしていま

すか？　①何歳からが“老年期”？　②

“高齢者”ってどんなイメージ？　③“老

山梨県立大学　看護学部　老年看護学領域
教授（老年学修士）　渡邊裕子

山梨県立中央病院で看護師として勤務後，1995年に山梨県立看護
短期大学開学時から老年看護学の教育に携わり，学生が高齢者の
偉大さや奥深さと老年看護の面白さを実感できる教育を目指して
いる。研究テーマはサクセスフル・エイジング，世代間交流，急性期
病院における認知症ケアなど。

看護学生の高齢者観を培っていくための教育
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年期”の発達ってあると思う？　どうし

てそう考えるの？」というスライドを提

示し，学生にペアワーク（表）をしても
らいます。その後，老年期の発達課題と

加齢に伴う身体的変化の講義，高齢者疑

似体験（演習），高齢者の生活や疾病の

特徴を講義します。そして，「高齢者の

魅力」についてペアワーク後，我が国の

最高齢者や実習先で出会った高齢者の事

例を紹介し，最後に「高齢者への看護で

大切にしたいこと（配付資料に欄を設け

ておく）」を記述してもらっています。

　また，本科目や今後２年次の後期～４

年次に展開する関連科目や実習内で，冒

頭で自身が語ったイメージがどう変化す

るのかを意識しながら，学びを深めてほ

しいことも伝えています。

◆老年看護学での例
　３年次の前期に開講する【老年看護学】

の１回目の講義では，学生が【人間発達

援助論】や後述する【ヘルスアセスメン

ト実践論】などでの学びを想起できるよ

う，「高齢者の理解はできていますか？　

①老年期とはどのような時期か？　②加

齢に伴う身体・心理・社会面の変化は？　

③高齢者の健康の概念は？　④高齢者の

主要疾患の理解は？」というスライドを

提示して，ペアワークをしてもらいます。

　また，「高齢者の魅力」についても，

配付資料に欄を設けて，自身の考えを記

述してもらいます。そして，２年次の講

義資料やノートの振り返りを勧めます。

これは，学生が自己の高齢者イメージを

明確にした上で，意識しながら今後の学

びを深められるようにしてほしいと考え

ているからです。

　【老年看護学】では，科目の目的を「老

年看護学の本質および概念，これらに関

連する理論・知識について教授する。さ

らに生涯人間発達の視点からの高齢者理

解ならびに統合的・包括的な高齢者理解

に基づいた援助の視点を基本に，加齢と

疾病によって引き起こされる高齢者特有

の生活機能障害への援助方法について教

授する」としています。

　また，「認知症という“病”を抱えな

がら生きる高齢者の理解」「生活障害の

ある高齢者の事例展開」「老年看護の倫

理的課題」「高齢者の終末期（end-of-

life）のケアと看護の役割」ほかから成

る15単元で展開しています。そして，

「生涯人間発達の視点ならびに統合的・

包括的な視点から高齢者を理解し説明で

きる」を到達目標の一つに挙げ，各単元

の冒頭で，例えば「認知症高齢者であな

①学生Ａが自分の考えを伝え，学生Ｂは伝えたい
意図を考えながら聴く

②学生Ｂが聴いたことを学生Ａに，「あなたが言っ
たのは～ということですね」と返す

③役割を交代して①②を繰り返す

　各１分間として，時間の延長・短縮はせずに行
うことで，自分の考えをまとめて相手に伝える
力，話の趣旨を理解しながら聴く力を培ってい
く。また，話したことをフィードバックしてもら
うことで，学生が自分の考えを整理するという意
図も含んでいる。

表　ペアワーク
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新連載

2003年自治医科大学卒業後，茨城県立中央病院にて初期
研修。2005年北茨城市立総合病院に勤務。2007年城里町
七会診療所に勤務。2009年笠間市立病院に勤務。2013年コウノメソッドと
出合う。2017年あやか内科クリニックを開院。自治医科大学出身の医師と
して，９年間茨城県の僻地医療に従事する。公立病院勤務中に患者と家
族を笑顔にしたい一心でコウノメソッドを開始。劇的に改善する患者を見
て，この治療を全国に広げる決意をする。最近は近隣の介護施設・薬局の
有志と共に「薬に頼らず健康をつくる会」を設立。「認知症にならない」予
防と「認知症になっても大丈夫」な診療・環境が整う社会を目指す。

医療法人みまもる会　理事長
あやか内科クリニック　院長　白土綾佳

コウノメソッドとの出合い

　私は，茨城県笠間市で「あやか内科ク

リニック」を開院する内科医です。2013

年に公立病院に勤務中，かかりつけ患者

の力になりたいと認知症の勉強を始めま

した。医学書を読んでも検査重視で，治

療についての記載はいたってそっけなく，

改善するイメージが湧きませんでした。

また，専門医と呼ばれる科にかかりつけ

の患者を紹介しても，通院を中断して

戻ってきてしまうケースが続きました。

　「なぜ専門医にかかっても，認知症患
者が笑顔になれないのだろう？」。そん
な素朴な疑問が，私の認知症診療の出発

点です。その後，一冊の本を通じて，河

コウノメソッドとの出合い
野和彦氏が提唱するコウノメソッドとい

う認知症診療に巡り合いました。河野氏

の本には，ほかにはない治療の実践的ノ

ウハウが書かれていました。「覚悟さえ
決めれば小さな診療所の医者の方が，認
知症をよくすることができる」。この言
葉に背中を押され，マニュアルを片手に

かかりつけ患者の薬を少しずつ調整して

いったところ，劇的によくなるケースが

続出したのです。この治療は本物だと確

信しました。

認知症診療の成果を左右する
家族や専門職の存在

　認知症診療は，薬のさじ加減を工夫し

丁寧に調整すれば大きな改善に結びつく

家族や専門職の存在

認知症のタイプを知る

◀コウノメソッドを知るきっかけとなった本

▲コウノメソッドを提言し実践する河野氏と
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期待がある一方で，十把一絡げで雑な処

方をしてしまうと，副作用によりあっと
いう間に体調を崩し，文字どおり生命の
危機に追い詰められる危険があります。
　また，主治医以外にこの治療の成果を

大きく左右する要因があります。それは，

認知症の人を近くで見守りサポートする
家族や施設スタッフ，病棟の看護師の存
在です。「本人の様子をよく観察し，時
に薬の増減を行うこと」「診察室でこの

１カ月の本人の状態のポイントを伝え，

それを次の処方に反映させること」，こ

れがコウノメソッドがチーム医療である
と言われるゆえんです。医師が患者と接

する時間は数分と短く，認知症の人の生

活を近くで観察することはできません。

あなたがもし認知症の人の生活を近くで

見られる立場にあるのであれば，ぜひコ

ウノメソッドの考え方をマスターし，現

場で力を発揮してください。一人のプロ

フェッショナルとして，認知症の人の命

を守ってもらいたいのです。

　私は認知症の講演を引き受ける際に，

「ゆくゆくは家族が主治医になれるよう

話をしよう」という気持ちで話をしてい

ます。もちろん家族が薬を処方するとい

う意味ではなく，薬の増減や変更の判断

などに，家族が自分なりの基準を持って

積極的にかかわり，方向性のかじ取りが

できるという意味です。ごく簡単にとは

いきませんが，不可能なことではありま

せん。医療者ではない家族が実際にでき

ていることですから，日頃多くの認知症

の人と接している職種の方であれば，よ

りハードルは低くなります。一つひとつ

確実にステップを踏み，一緒に勉強して

いきましょう。

認知症のタイプ別診断

　当院の患者の認知症タイプの内訳は図
のとおりです。今回は，認知症の代表的

な４つのタイプについて学んでいきます。

それぞれのタイプのイメージがぼんやり

とでも浮かべば合格です。病棟や施設で

日頃接している患者や利用者にこのよう

な人がいたな…と思い浮かべながら読み

進めてください。

アルツハイマー型認知症
　アルツハイマー型認知症の人の大きな

特徴は，「普通に見える」ことです。身
なりもきちんとしていて礼儀正しく，少

し話しただけでは違和感がありません。

河野氏は，「どこにでもいる隣人」と表
現しています。

　私の外来に来られた70代後半の女性

とのやり取りです。

認知症のタイプ別診断

アルツ
ハイマー型
46％

レビー小体型　10％

前頭側頭型
24％

レビー・ピック
複合型
２％

脳血管性　５％ その他　12％

図　当院における認知症タイプの内訳
　　（2019年10月時点，298人）
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