
病院における認知症ケア特集１

　日本は超高齢社会を迎え，認知症高齢者数も増加している。

一般病棟の入院患者における「認知症あり」の割合は17.7％で

あり１），急性期病院の看護師が認知症高齢者を受け持つことは

決して珍しくない時代である。しかし，急性期病院に入院する

認知症患者の44.5％が身体拘束を実施されており，その理由で

最も多かったのは転落や自己抜去のリスクとの報告２）もあり，

看護師は安全VS尊厳のジレンマを感じながら日々思い悩んで

いるのではないだろうか。本稿では，急性期病院における認知

症ケアの要点を述べていく。

経験のないことには鈍感になることを意識する
　高齢者はさまざまな機能低下から環境の変化に適応するのに

時間がかかる。急性期病院で治療を受ける認知症高齢者の場

合，疾患による身体的苦痛に加え，慣れ親しんだ人・場所・物

から離れた入院生活という環境変化が加わり，不安や混乱が生

じることが多い。また，認知機能の低下から，本人が入院や治

療の必要性を常に理解していることが難しくなる。こうした状

態は，看護師から見ると，「認知症高齢者は入院・治療が安全

にスムーズに行えない」「認知症高齢者の看護はほかの患者と

同じ方法では通用しない」ということになり，看護師の認知症

ケアに対する負担感につながっていくのではないだろうか。

　例えば，私たちは小児期を経験して大人になっているため，

子どもの検査・治療・入院では，患児の抱く不安・緊張・苦痛

などを比較的想像しやすい。したがって，検査・治療の遂行だ

けでなく，その子の年齢や成長に合わせた安心できる雰囲気づ

くり・恐怖心を抱かないような接し方の工夫など，物的・人的

環境への配慮も当然必要な看護として実施する。しかし，認知

症高齢者になった経験を持つ看護師は存在しない。また，急性

期病院という治療の場では看護上の問題と医療の問題が一致す

ることが多く，患者の入院・治療・退院が定式化されているこ

とが推察される。こうしたことから，看護の対象が認知症高齢

者となった場合，看護師は本人の抱く感情を想像できないま
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ま，治療の遂行に重点を置いたケアを実

施し，それがスムーズに行えないため，

「通常の看護と違う」と戸惑ってしまう

のではないだろうか。人は経験のあるこ
とに対しては理解をしやすいが，経験で
きないことには鈍感になりやすい。だか
らこそ，看護師は認知症高齢者の感じて
いる世界を理解することを強く意識しな
くてはならない。

認知機能の丁寧な 
アセスメントにより 
対応方法を工夫する
　認知症高齢者の理解では，その人の認

知機能を丁寧に把握することが重要であ

る。例えば，認知症の原因疾患がアルツ

ハイマー病なら側頭葉内側（海馬：短期

記憶を司る）の萎縮や頭頂葉（視空間認

知を司る）の血流低下が見られるため，

記憶障害や失行，道に迷いやすいなどの

症状が見られる。また，同じアルツハイ

マー病でも前頭葉（思考力・創造性・社

会性などを司る）の萎縮がない場合，そ

の場で他者とうまく会話をして場を和ま

すことに長けている人もいる。

　つまり，認知症と言ってもすべての認

知機能が低下しているわけではなく，脳

の障害部位に応じて得意なこと・不得意

なことが生じる。しかし，検査・治療を

受ける高齢者の認知症原因疾患名が明ら

かでない場合も多く，原因疾患名が分

かったとしても進行度によって障害の部

位・程度には個人差がある。したがっ

て，実際の患者の言動から患者の脳の機
能を予測し，検査・治療・入院でどのよ
うな困り事が生じるのか，反対に生かせ
る部分は何かをアセスメントすることが
重要である。
　例えば，近時記憶（記銘後ある程度の

時間が経過してから想起される記憶で，

ほかの認知作業の干渉を受ける）を保つ

ことが難しい認知症高齢者の場合，看護

師が丁寧に検査や治療の説明を行っても，

次に患者のもとへ行った時には説明をし

たこと自体が本人の記憶になく，治療な

どがスムーズに行えないことがある。ま

た，認知症高齢者が看護師を看護師と認

識できず，ケア実施時に非協力的な反応

を示す場合もあり，看護師は対応に苦慮

することもあるだろう。しかし，近時記

憶は保てなくても即時記憶（刺激や出来

事の記銘後すぐに想起されるもので，想

起までの間に干渉を挟まない）は問題な

いこと，読字ができることなどが実際の

患者の言動から分かったらどうだろうか。

看護師はかかわるたびに自己紹介をする，

ケアの説明とケア実施までの時間を考慮

する，説明内容を記載したものを患者の

目につきやすい場所に設置するなど，患

者の認知機能を踏まえ，患者の不安の軽

減および安心につながるかかわりができ

るのではないか。看護師が経験したこと

のない認知症を理解し適切に対応するた

めには，丁寧な認知機能のアセスメント

が重要である。
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特集2　介護施設の夜勤とオンコール

オンコールとは何か
　オンコールとは，病院や高齢者施設で

採用されている勤務体系の一つで，急患

時の対応者として待機することを意味す

る。当直が施設内に拘束されるのに対し，

オンコールの場合は自宅などの施設外で

待機をする。そして，利用者・患者の急

変時には，即座に要請に応えられるよう

連絡の取れる状態でいる必要がある。

　日本看護協会による特別養護老人ホー

ム（以下，特養）・介護老人保健施設（以

下，老健）における看護職員の実態調査に

よると，特養では91.8％，老健では14.2％

がオンコール体制をとっている１）。ま

た，オンコールの待機回数を見ると，特

養の看護職員では月に５～９回が36.0％

と最も多く，平均待機回数は9.1回であっ

た１）。

特養でオンコール体制が
多くとられている理由
　特養と老健のオンコール体制を比較し

た時，多くの特養でオンコール体制が採

用されている理由として，特養で看護職

の夜勤体制が取られている施設が少ない

ことにある。常時看護職の夜勤体制がと

られている施設の割合を見ると，老健で

は78.1％であるのに対し，特養ではわず

か3.3％である１）。特養での夜勤体制が

少ない理由は，人件費などの負担が大き

いことが考えられる。

　また，特養の機能は，「身体上又は精

神上著しい障害があるために常時の介護

を必要とし，かつ，居宅においてこれを

受けることが困難な要介護者に対し，入

浴，排せつ，食事等の介護その他の日常

生活上の世話，機能訓練，健康管理及び

療養上の世話を行うこと」とされている。

一方，老健は「病状安定期にあり，看

護・介護・機能訓練を必要とする要介護

者に対し，看護，医学的管理の下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話を行うこと」と示

されている。

　それぞれの機能を見ると，特養では生

活を支援することが重視され，老健は生

活支援のみならず，看護・医学的な管理

の比重も大きい。そのため，両施設の職

員配置基準にも違いがあり，看護職員の

定員について老健は特養の３倍の人数が
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必要である。

　では，特養・老健に入所する高齢者の

特徴に違いはあるのだろうか。「平成29

年度介護給付費等実態調査の概況」によ

ると，特養は要介護４の割合が37.0％と

最も多く，次に要介護５が35.3％である。

一方，老健は要介護４の割合が28.1％，

次いで要介護３が24.1％であった２）。ま

た，特養では，2015年度の介護保険制度

の改正により要介護３以上の人の入所が

原則となり，これまで以上に重度の高齢

者を受け入れることになった。さらに特

養の退所者の７割以上が死亡退所であり，

終の棲家として特養での看取りケアに対

するニーズは高い３）。以上のように，夜

勤体制がほとんどとられていない特養で

のオンコール体制は，入所者の重度化や

看取りケアの増加からも，入所者の生命

を守る上で重要であると言える。

特養でのオンコール体制の
実態（表１）
　特養におけるオンコール体制は，どの

ように行われているのか。入所者の急変

や体調の悪化などが夜間に起こった場合

に，介護職から看護職に電話で連絡をし

て，対応に関する指示を仰ぐことが一般

的である。状況によって看護職が必要だ

と判断した場合，看護職が出勤すること

もある。

　調査によると，オンコール待機中に電

話で対応した回数は，１カ月あたり平均

2.4回であった。しかし，５回以上対応し

た割合が14.2％で，なかには15回以上対

応している施設も見られた。また，オン

コール体制時の出勤回数は，１カ月あた

り０回が53.5％で最も多く，次いで１回

が20.0％であった。さらに，オンコール

中の手当を見ると73.2％が支給されてい

るが，平均額は１回あたり1,353円であっ

た１）。

　オンコール時に実際に対応する回数は

それほど多くないようであるが，従事し

ている看護職はどのように感じているの

だろうか。調査によると，90％以上の人

が「行動を制限される」と感じ，また

85％以上の人が「身体的・精神的に休ま

らない」とも感じている。また，翌朝の

勤務がつらいこと，呼び出されて出勤す

ることへの負担なども多くの人が感じて

いる。なかには，オンコール対応に従事

する日は，緊張状態が続いて不眠になる

•行動を制限される
•身体的・精神的に休まらない
•翌朝の勤務がつらい
•呼び出されて出勤することへの負担
•オンコール対応に従事する日は，
緊張状態が続いて不眠になる

•仕事のオン・オフの切り替えがで
きず，心身ともに疲れてしまう

•オンコール体制で，看取りケアを
行うことで不安を感じ，また責任
が重い

•夜間に医療的補助を行うことに不
安を感じている

•医学的知識が少なく，自己の判断
に自信がもてない

看護職の
負担

介護職の
負担

表１　オンコール時の看護・介護職の負担の内容
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教育力を磨く特集 3

業務を通した指導とは
◆職場での指導の特徴
　職場で先輩が業務を通して後輩を指導

する方法は，一般的にOJTと言われます。

OJTは，On the Job Trainingを略した

用語であり，職場内訓練と呼ばれること

もあります。この用語が示すように，日

常の業務に就きながら行われる人材育成

です。看護師の人材育成においてOJTの

重要性は広く認められており，各組織に

おいて名称は異なりますが，実地指導者，

プリセプター，メンター，エルダーなど

の体制が整備されています。

　業務を通して能力を高める指導には，

さまざまな長所があります。まず，実際

の業務を通して学習するため，学習者は

実践的な知識を身につけることができま

す。また，基本的には１人ないし少人数

を対象として指導を行うことが多いため，

個々の能力や特徴に合った指導をするこ

とができます。さらに，指導する側の成

長や組織内のコミュニケーションの活性

化にもつながるという利点もあります。

　一方で，短所もあります。その一つは，

指導の質が指導者に依存してしまうこと

です。指導に対する指導者の意識が低

かったり，指導者が業務についてよく理

解していなかったり，指導する方法が効

果的でなかったりする場合，学習者は中

途半端な指導を受けることになりかねま

せん。また，指導者は自分が担当する業

務に加えて指導を行わなければならず，

業務と指導の両立が難しいという課題も

あるでしょう。

　では，職場で指導者は，業務を通して

どのように指導をすればよいのでしょう

か。そして，効果的な指導をするために

は，どのような知識や技能が必要なので

しょうか。本稿では，教育学などの知見

を踏まえて，業務を通した指導の質を高

めるための論点と方法を紹介します。な

お，指導する者は指導者，指導の対象者

は学習者という用語を使用します。

◆計画的に指導する
　業務を通した指導において，指導者は

計画的に学習者を指導すべきです。行き

当たりばったりではなく，学習者の学習

目標，学習計画，評価方法などを明確に

していきましょう。計画段階においては，

指導者が一方的に決めるのではなく，学
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習者と相談して進めるとよいです。そし

て，指導者と学習者が能力開発の進め方

の共通認識を持てるようにしましょう。

指導計画書として文章にまとめるという

方法もあります。

　実際には，部署に急な業務が入るなど

して，学習者の学習が計画どおりに進ま

ないこともあるでしょう。だからといっ

て，指導計画をつくることは無駄であると

いうわけではありません。事前の計画が

あるからこそ，状況次第で適切に計画を

見直し修正していくことができるのです。

　職場での指導は，計画に沿って継続的

に進めるべきものです。短期間ですべて

の業務を指導できるものではありません。

指導者は学習者に継続して働きかけてい

くことで，徐々に学習者の能力を高めて

いくことができます。指導者には，長期

的な視点で学習者の学習や成長を見守り，

適切なタイミングで指導や助言をするこ

とが求められるのです。

◆２つの極端なモデル
　指導の方法には，２つの極端なモデル

があります。一つは，「業務は見て覚え

ろ」です。学習者に具体的に指導するこ

となく，本人に学習を一任するという方

法です。しかし，学習者に学習の責任の

すべてを依存する指導は適切ではありま

せん。そのような放任した指導では，学

習者の学習が進まず，指導者が代わりに

学習者の業務を担当しなければならなく

なる恐れもあるでしょう。

　もう一つは，「手取り足取り」です。

指導者が学習者に対して，業務の細かい

所まで指導するという方法です。しかし，

このような丁寧な指導は，自分の業務を

持っている指導者にとっては実現が難し

いと言えるでしょう。指導にじっくりと

手間と時間をかける余裕は，多くの指導

者にはないと思われます。また，あまり

にも細か過ぎる指導では，学習者が自分

で考える余地がなくなり，業務への主体

性が育たなくなる恐れもあります。職場に

おける指導は，学習者の主体性を尊重し

ながら，業務と学習の両立ができるよう

に支援することが求められているのです。

◆認知的徒弟制
　業務を通して指導する際には，認知的

徒弟制のモデルが参考になるでしょう。

認知的徒弟制は，伝統的な徒弟制におけ

る親方と弟子のかかわり方を踏まえて，

さまざまな学習環境で活用できる能力開

発を促すモデルです。

　認知的徒弟制では，表のように４つの
段階に沿って知識や技能などが継承され

ると考えられています１）。第１の段階は

指導者が手本を示し，学習者は
観察する

学習者に実際にやらせて，指導
者が観察し助言を与える

学習者がやり遂げるように，必
要に応じて指導者が支援する

学習者が１人でできるように，
指導者は徐々に支援を減らす

❶モデリング

❷コーチング

❸スキャフォー
ルディング

❹フェーディン
グ

表　認知的徒弟制における４つの段階
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教育力を磨く特集 3

　新型コロナウイルス感染症（COVID- 

19）による緊急事態宣言のため，2020

年４月からオンライン授業を取り入れる

学校が急増しました。オンライン授業を

導入するためには，速やかに学校側およ

び学生側の準備を整える必要がありまし

た。例えば，パソコン，タブレット，ス

マートフォンなどの機器，インターネッ

ト環境の整備などです。また，オンライ

ン授業を一度も取り入れていなかった学

校では，どのように進めたらよいのかと

いう教員の操作スキルの問題も浮上しま

した。

　今回，筆者は４月上旬より，看護学校

におけるオンライン授業の実施，およ

び，看護教員を中心としたオンライン授

業の進め方の無料講座，看護師を対象と

したZoomによる研修を実施してきまし

た。その結果を基に，本稿では，オンライ

ン授業の効果的な進め方について紹介し

ます。

オンライン授業の前に
知っておきたい遠隔教育
　文部科学省の資料１）によると，「遠隔

教育システム」とは，離れた場所同士で

映像や音声などのやり取りを行うための

システムのこと。「遠隔授業」とは，遠隔

教育システムを利用して，離れた学校や

講師などとつないで行う授業のこと。「遠

隔教育」とは，遠隔教育システムを利用

して，接続先とリアルタイムにつないで

行う教育活動全般のことと述べています。

　つまり，大きな概念は「遠隔教育」，そ

れを有効に行うための手段として「ICT

（Information and Communication 

Technology：情報通信技術）」がありま

す。また，その中の一つにオンライン授業

があります。もちろん，目的はそれぞれ

の手段を使いこなすことではありません。

　看護教育における遠隔教育の目的は，

ICTを活用し，学ぶ人の視野を広げ，さ

まざまな地域や暮らしの中で課題を発見

し，人々の健康を支援していくことです。

この目的を達成するために，オンライン

授業という手段を効果的に使っていきた

いと思っています。

オンライン授業とは
　まず「オンライン授業」とは，端的に

一般社団法人看護教育支援協会
代表理事　児玉善子

看護師経験15年，看護専門学校教員を13年，そのうち教務長として

６年間勤務。現在は，看護教育に特化した活動をするために一般社

団法人看護教育支援協会を立ち上げ，３年目を迎える。看護学生の

個別塾，看護師研修，外国人医療スタッフの育成を行っている。看

護師が，さまざまな場で活躍できる社会をつくっていきたい。

オンライン授業の効果的な進め方
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言えばインターネット上で行う遠隔授業

です。オンライン授業は，次の２つの方

法に分けることができます。

①同期型オンライン授業（双方向型の授
業）
　よく用いられたWeb会議システムとし

て，ZoomやTeamsなどがあります。こ

のシステムは，教員と学生が双方向にコ

ミュニケーションをとりながら授業を進

めることができます。

②オンデマンド型授業
　①の同期型に対応して，非同期型と表現

されます。音声や動画（例えばYouTube，

Zoom録画，DVD）などの教材を見なが

ら学ぶ一方向型の授業です。学生の学び

たいタイミングで学ぶことができます。

また反復して学習できます。

　以上，簡単に分類をした上で，どの方

法が，どのような知識や技術習得に適し

ているかを吟味する必要があります。

オンライン授業の実際
　筆者は，看護学校の非常勤講師とし

て，また，筆者の運営している看護学生

や国家試験浪人生のための個別塾におい

て，2020年４月より，オンライン授業

（Zoom授業）およびオンデマンド型授

業（YouTube限定公開の配信）を始め

ました。

　まず，Zoom授業から開始しました。

早く開始できた学校の特徴は，先述した

ように学校側および学生側のパソコン，

タブレット，スマートフォンなどの機

器，インターネット環境の整備の確認が

速やかにできたことでした。特にGoogle

と米国内の教育者が協力して構築した

Classroomを導入していた学校は，学

生への一斉送信が早くでき，かつ，学生

の学習環境の状況把握が速やかでした。

Classroomが導入されていなくても，

郵送で事態を学生および保護者に連絡し，

学生のメールを事務が管理していた学校

も比較的早くZoom授業の導入ができま

した。

　いずれにしても，まずは学校と学生が

ＥメールやSNSでつながれば，Zoom授

業のURLやパスワード，またはYouTube

のURLを送信でき，オンライン授業が可

能となります。

　Zoom授業の教員の操作スキルは，１

回から２回程度のシミュレーションや，

筆者の授業に１回程度参加していただく

だけで，大きなトラブルが発生すること

なく実施できていました。

　次に，Zoom授業の手順や注意点など

について紹介します。

◆Zoom授業の手順
①ホスト（管理者）がスケジュールを組

むと，URLやミーティングID，パス

ワードが作成される。

②①を学生に一斉送信する。

③予定された時間になると，学生が

URLをクリックして授業に参加する。

④学生の出席管理や早退などを管理する
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新連載

社会医療法人同心会西条中央病院にて勤務する傍ら，
ボーイスカウトの地域活動に参画。地元で発生した台風
災害を契機に，災害看護を学ぶため，日本赤十字看護大
学大学院に進学後，災害看護専門看護師の資格を取得。
災害にも強いまちづくりに貢献するため，2018年６月に
特定非営利活動法人Both-AIを設立。災害看護活動とし
ては，地元での地域防災活動，東日本大震災以降，避難
所や福祉避難所などの支援など。2018年７月の豪雨災害
で被災した岡山県倉敷市真備町で，被災直後から訪問
看護事業・地域支援活動を続けている「特定非営利活
動法人そーる」への伴走型の支援者支援を継続中。愛媛
県西条市出身・在住。愛する夫は中国人。

特定非営利活動法人Both-AI
（呼称：ぼうさい）

理事長／災害看護専門看護師／防災士

趙　由紀美

コロナ禍を災害としてとらえてみる
　新型コロナウイルス感染症は世界的に被害をもたらし，社会や経済に影響を

及ぼしています。マスクや消毒液などの物資不足，さまざまな情報が飛び交う

中での不安，自粛生活からトイレットペーパーや粉モノがスーパーマーケット

の商品棚から消えてなくなることなど，被災時の状況と酷似している面もあり

ます。現在進行中のコロナ禍を災害としてとらえ，ケアを提供する私たち看護

職の役割を一緒に考えてみましょう。

リスクコミュニケーション
　災害の多い日本で暮らす私たちは多かれ少なかれ，言葉としては意識してい

なくても，リスクコミュニケーションを図っています。リスクコミュニケー

ションとは，災害や環境問題など，人々や生態系が受ける影響をめぐり，専門

家や行政，事業者，地域住民の間で行われている情報共有や意見交換を図るこ

とです。

　そもそもリスクとは何でしょうか。「危険なものではあるけれども，それを

行うことによって利益を得られるもの」あるいは「利益が得られるが，危険を

伴うもの」と考えられています１）。

　例をいくつか挙げてみます。筋力が低下し転倒しやすい高齢者が１人で出歩

こうとする時，かかわる者としては危ないから歩いては駄目だと車いすに座っ

てもらいたいが，本人としては転んで骨折してもよいから自分の力で歩きたい

と思っているとします。では，どうするのが最善でしょうか。災害に関しても，

水害で２階以上の高い所への垂直避難が推奨される場合がある一方で，自宅の

コロナ禍を災害としてとらえてみる

リスクコミュニケーション

コロナ禍と
災害と看護
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２階に避難しても助からなかった事例もあります。メディアで２階以上に逃げ

ることを呼びかけると，人々はその情報をどう受け止めるのかなど，さまざま

な課題に直面します。立場や場所，時期，人の価値観によって結果は違い，正

解は１つではありません。互いに納得のできる合意形成を図る過程が大切で

す。この情報共有の際，確度の高い（確からしい）情報を提供することが専門

職である看護職に求められることの一つです。

　私たち人間には感情があり，理屈よりも感情が優先されることがあります。

優先した感情を他者から否定されることは，自己尊厳の低下を招くことになる

ので，自分を否定されるようで受け入れ難いものです。人々に寄り添う看護職ほ

ど，このことに悩まされ，また伝え方も工夫されているのではないでしょうか。

つながりを意識したかかわりを
　ソーシャルディスタンス（社会的距離）とは何でしょうか。物理的な距離と

心理的な距離を重ねてとらえ，少し寂しく感じたのは私だけではなかったと思

います。

　厚生労働省からの通知で，介護施設などにおいてICT導入支援事業を用いた

オンライン面会などへの協力が求められています。この際にも，訪問面会と同

様にプライバシー確保への配慮や端末操作などの介助のために職員が入所者に

付き添うことへの同意確認，オンライン面会であってもタブレットなどの消毒

や座る配置の考慮など，感染対策の実施が現場では行われていると思います。

そして，ほかの職種と協働して水面下でさまざまな創意工夫がなされているの

ではないでしょうか。

　物理的距離が注目されていなかった過去の災害においても，心理的距離が離

れる現象は発生しています。さまざまな価値観を持った不特定多数の人々が避

難所で集団生活を続ける中，怖かった体験や健康・経済などの不安，常時人目

にさらされることなど，私たちは心身ともにストレスがたまりやすくなりま

す。普段は穏やかな人間関係が築けていたとしても，ストレス下においてはイ

ライラし，理性が保てなくなることもあります。そして，排除や隔離，無視，

我慢の強制が発生しやすくなります。

　自分を思いやり，相手を思いやる。双方を思いやってこそ，つながりは成り

立つのではないでしょうか。物理的な距離は確保した上で，心理的な距離は近

くなるように皆で知恵を出し合っていきましょう。

つながりを意識したかかわりを
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