
特集1 　認知症高齢者の気持ちを理解した接し方

　認知症高齢者に対するケアについては，

既に多くの情報が溢れており，いわゆる

「パーソンセンタードケア」や「認知症

に優しいケア」などの言葉でまとめられ

ている。しかし実際には，目の前の認知

症の人に生じるさまざまな症状や言動に

対処することが精一杯で，十分な接し方

が行えないことも多いように思われる。

また，「認知症の人に優しく接する」真

の意味を考えない言葉どおりのケアだけ

で済まされている場合もあるように見受

けられるが，認知症疾患に対する正しい

知識を修得するだけでなく，認知症の人

やその介護者である家族の視点や気持ち

を理解することで，適切なケアが実践で

きるのではないかと考える。

　本稿では，認知症疾患の特性について

簡単に触れた上で，認知症の高齢者の気

持ちを理解するための方策と基本的で適

切な接し方について考えていきたい。

高齢者に見られる
認知症疾患の特徴

◆日本の高齢者における認知症
　一般的には，認知症の進行は高齢で発

症するほど緩やかであるが，全経過は60

歳未満の発症に比べて短いとされている。

日本の高齢者における認知症は，アルツ

ハイマー型認知症（AD）が最も多く，次

いで血管性認知症（VD），レビー小体型

認知症（DLB）の順であり，これら３疾

患で約90％を占めていると言われている１）。

前頭側頭型認知症（FTD）に代表される

前頭側頭葉変性症はよく知られているが，

数％の頻度である。

　現在のところ，臨床診断が比較的困難
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認知症や神経原線維変化

型老年期認知症といった疾患は，MRIで

側頭葉内側が萎縮することから臨床的に

ADと診断されている場合があるが，

ADとは異なる疾患であり，注意が必要

である。また，診断時に既に複数の認知

症疾患が生じている場合や，例えばAD

と診断されていても経過中にDLBやVD

などの疾患が合併することなど，いわゆ

る「複合病理」による複雑な認知症症状

を呈する高齢者が少なくないことも65歳

未満の「若年性」認知症とは異なる点で

あり，留意すべきである２）。
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◆代表的な認知症疾患の
臨床的特徴

　前述のように認知症高齢者には複合病

理が少なくないが，代表的な認知症の臨

床的特徴を理解しておくことは，適切な

アプローチやケアプランの作成において

重要である。

　ADでは，短期記憶障害による症状が

特徴的で，初期から「もの忘れ」に伴い

生活障害が生じるが礼節は保たれるため

に，忘れたことを取り繕いその場の雰囲

気を壊さないような行動が見られる。手

段的日常生活動作（IADL）が初期から

障害されることが多いのに対し，日常生

活動作（ADL）の障害は失語，失行，失

認といった他の高次脳機能の障害が問題

となる中等度の認知症に進行した時期以

降に目立ち，コミュニケーションにも支

障が大きくなる。

　VDでは，記憶障害や脳血管障害の病

変部位に応じた高次脳機能障害のほかに

前頭葉症候群と言われる遂行機能障害，

自発性の低下，人格変化（多幸など）が

目立つことが特徴である。

　DLBでは，記憶障害のほかに注意覚

醒レベルの変動が特徴的で，しっかりと

応答できていると感じたすぐ後にはぼん

やりした表情になったり，食事中に眠く

なり食器に顔を埋めそうになったりする

こともある。特に日中の過眠はケアに大

きく影響する３）。明瞭で構築された幻視

や妄想，レム期睡眠行動異常症も重要な

症状であり，ほかにも起立性低血圧症を

はじめとした自律神経障害やパーキンソ

ン症状が見られ，治療やケアにおける課

題が多い。

認知症に伴う
行動心理学的症状への理解
　認知症に伴う行動・心理症状（BPSD）

には，不安，焦燥性興奮，幻覚・妄想，

うつ症状，いわゆる徘徊，暴力，不穏，

睡眠障害，アパシーなど多種多様なもの

が含まれる４）。レビー小体型認知症にお

ける幻視やレム期睡眠行動異常，前頭側

頭型認知症における社会逸脱行動などは，

中核的な特徴とされているため対応方法

が異なる。

　BPSDは，記憶障害など認知症の中心

的な症状の進行に伴う二次的な症状であ

り，理由や原因が潜んでいる場合がほと

んどである。そのため，原因の探索および

ケアの質についての評価を行いながらパー

ソンセンタードケアの考え方を用い，薬物

よりもまず非薬物療法を行うことが重要

である。睡眠薬や抗不安薬など，BPSD

に対する薬剤がすでに内服されているこ

ともしばしばみられる。認知症の人とか

かわりの深い家族やケアスタッフとの関

係性を評価することも必要であり，コミュ

ニケーションの取り方やスタッフの変更

だけで改善することがある。認知症の進

行に伴い言語機能が低下すると，適切な

意思表示が困難となるため，認知症の人

からBPSDに至った理由が引き出せない

ことが多くなるが，BPSDそれ自体が非
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高齢者の
ポジショニング・
シーティング

特集2 　介護や医療の現場では，高齢者が車いすに座っている姿をよ

く目にします。車いすはいすの代わりと考えてよいのでしょう

か？　できればいすに座るのが望ましいことだと言えるのです

が，施設や病院などでベッドから食堂やトイレなどに移動し，

その後集会スペースでくつろぐこともプラスすると，いすとし

ての考えも否定できません。長時間動くことなく座り続けるた

めの道具と考えるのは賛同しかねますが，短時間座った状態の

後に姿勢を修正したり，臀部や背中などへの圧力を一時的に除

くことを繰り返したり，移乗したりしながら，長時間座り続け

るのであれば，一人で部屋に寝かされながらギャッジアップし

て食事を食べる生活よりは気分的に良いことでしょう。

　本稿では，高齢者が車いすに座っている際の座位姿勢に関す

る考え方と座位姿勢修正方法，車いすにおけるシーティング技

術について，具体的な姿勢を提示しながら紹介します。

ベッド上臥位姿勢の評価
　車いす上座位のシーティングを考える前に，利用者のベッド

上姿勢を評価しておく必要があります。多職種協働でベッド上

仰臥位における脊柱や骨盤の状態などを見ますが，評価の際に

よく見られる異常姿勢を紹介します。

◆脊柱の回旋・円背・側弯状態
　高齢者によくある姿勢変形は円背です。円背姿勢が少しずつ

進むと，上を向いて寝ることが難しくなります。すると，上を

向いて寝るために両膝関節を曲げて何とか上向き姿勢を保とう

としますが，膝を曲げたまま保持していると左右どちらかに傾

きます。下肢全体が傾くと骨盤が回旋し，脊柱がねじれてしま

いやすくなります。その状態が持続されると，骨盤が左右に傾

きがちになり，脊柱の側弯が加わりやすくなります。

◆股関節および膝関節の屈曲や足関節の底屈傾向
　円背姿勢の有無にかかわらず，高齢化が進むと筋肉の柔軟性

が失われてきます。すると，筋肉が短くなり，股関節や膝関節

は曲がりがちです。その状態は足関節の底屈が起こりやすくな

る姿勢であり，自然と足全体が曲がって関節拘縮を起こしやす
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くなります。一般的なパターンとして左

右差が出現することで片側の足がより強

く屈曲拘縮し，屈曲拘縮には股関節の内

転が加わりがちとなります。その結果，

膝頭がずれた状態で曲がり，骨盤が左右

に傾いてしまう現象につながります（写
真１）。
　このような姿勢ができあがると，関節

拘縮や円背・側弯が混ざったような身体

となり，身体全体が硬くなってしまいが

ちです。そのような高齢者は，側臥位や

仰臥位のまま屈曲拘縮で寝ていることが

多くなります。ベッド上臥位姿勢の評価

は，まず利用者を仰臥位にして骨盤を床

に向かって水平位に置きます。すると，脊

柱の側弯の状態や円背の程度が観察しや

すくなります。また，骨盤の傾きや股関

節内転の左右差も見えてきます（写真２）。
　次に，その状態で脊柱を円背状態から

伸ばすことができるか，脊柱側弯のゆが

み状態をストレッチで改善できるか確認

します。加えて，股関節を外転しながら

伸展位にストレッチし，座位を保持する

ために必要な股関節の90度屈曲位が可能

であるか，軽度外転位保持ができるかを

確認します。この状態が維持できるので

あれば，座位が安定する基本的な条件が

整います。困難な場合は，崩れた座位姿

勢でありながら車いすに座ることを前提

として検討しなければなりません。

座位姿勢および 
座位保持能力の評価

　座位姿勢の評価は骨盤が床に対して水

平な状態で座位をとることから始めます。

骨盤が左右に傾いた状態のままで座った

利用者が，背筋がまっすぐに見えるよう

に座っていたとしたら，脊柱の側弯があ

ることであたかも真っすぐに座っている

ように見えているだけで，臀部の片側に

強い圧力がかかっている状態かもしれま

せん。痛みを言葉で表出することが困難

な利用者の場合には，臀部が痛くてしん

どい思いをしながら座り，坐骨に褥瘡を

つくってしまう可能性があります。骨盤

を床に対して水平位にして体全体の傾き

を観察してください。傾きがあると座位

保持クッション類の使用が考えられます。

　骨盤の左右の傾きに加えて，前傾・後

傾についても観察してください。アーム

膝頭がずれた状態で曲がり，骨盤が左右に傾いて
しまう

写真１　股関節および膝関節の屈曲や足関節の底屈傾向

利用者を仰臥位にして骨盤を床に向かって水平位
に置き，脊柱の側弯の状態や円背の程度，骨盤の
傾きや股関節内転の左右差を観察する

写真２　ベッド上臥位姿勢の評価
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状況に応じた
高齢者の家族看護

特集 3

　高齢化社会が進行している昨今，老老

介護や認認介護といった社会問題にかか

わる用語も目にするようになった。介護

を要する高齢者に多い疾患には「脳血管

疾患」や「筋・骨格系疾患」が挙げられ

るが，神経難病を持つ高齢者もまた増加

している。

神経難病とは
　神経難病とは疾患名ではなく，指定難

病に属する難治性神経疾患の総称である。

1972年に難病対策要綱が策定され，難病

とは次のように定義された１）。

（１）原因不明，治療法未確定であ
り，かつ後遺症を残すおそれが少
なくない疾病

（２）経過が慢性にわたり，単に経
済的な問題のみならず介護等に著
しく人手を要するために家族の負
担が重く，また精神的にも負担の
大きい疾病

　難病対策は当初，①調査研究の推進，

②医療施設の整備，③医療費の自己負担

の解消を掲げ，医療費の公費負担が認め

られたのは特定疾患に当たる56疾患のみ

であった。その後，特定疾患受給者の増

加（図１）に伴い難病対策に対する経費
が増大したこと，難病の定義にあてはま

る疾患数の増大などから難病患者の社会

保障制度の確立を図るための法の見直し

がなされ，2015年１月１日に「難病法」

が成立し，2020年７月に指定難病は333疾

患，91万人を超える受給者数となった２）。

　神経難病は，難病法の指定難病の中の

「神経・筋疾患」に分類される。指定難

病となっている神経・筋疾患は73疾患あ

り，脳・脊髄および末梢神経など，ある

いは筋肉自体の病変によって運動に障害

を来すことが特徴である。

高齢化が進む 
神経難病患者と家族

　神経難病の主な疾患の医療受給者証所

持者数と年齢による割合は，図２を参照
されたい。多発性硬化症ともやもや病を

除く疾患で，高齢者が多数を占めている。

特に要介護度の高くなるパーキンソン病

や進行性核上性麻痺，筋萎縮性側索硬化

症（以下，ALS）では８割以上が60歳以

上となっている。神経難病の多くは進行

的に運動機能に障害を来し，ADLの困難

シェザード樽塚まち子
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さから要介護状態となるため，介護の手

が必要となる疾患群である。加えて高齢

者は，通常の加齢に伴う運動機能の低下

や複数疾患を持ち合わせていることもあ

り，段階的にそれらの能力は低下してい

くことが予想される。在宅で介護の手と

なるのは家族であることが多く，中でも

配偶者が担うことが約８割を占めている

という調査報告３，４）もあるため，高齢者

の患者であれば介護を担う配偶者もまた

難病情報センター：難病対策及び小児慢性特定疾病対策の現状について

図１ 特定疾患治療研究事業疾患別受給者件数の推移
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図２ 主な神経難病の受給者数年齢別割合
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連載 第３回 関西福祉科学大学　社会福祉学部　社会福祉学科　教授
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臨床教育学博士

一般社団法人　五感対話ネットワーク　代表理事　都村尚子
リアルなコミュニケーションがますます困難になるこの時代にこそ，「こころとこころの真の交流」
があるゆる場面で何よりも大切である，ということ，そしてそれによって得られる喜びがいかに大き
いものであるかを追求し続けている。

　これまでの連載第１回（本誌Vol.27，No.６），第２回（本誌

Vol.28，No.１）において，「五感対話法とは何か？」「五感対話

法誕生の経緯」「五感対話法におけるスピリチュアル・ペイン」

などについて述べてきました。

　今回は「五感対話法の構成要素」の中でも，最も重要な「軸」

について解説します。さらに，「軸」を説明するために，それら

が導き出された「理論的背景」の一部も合わせて紹介します。

「軸」とは何か？～五感対話法を支える５つの軸と７つの技
　五感対話法の図（図１）に示すように，軸は五感対話法の中央
を貫いています。すなわち，「軸」は，五感対話法において，支援

する側のあるべき基本的な姿勢を示しています。私たちが五感対

話法を実践する時に「技」を意識しすぎると，コミュニケーショ

ンの本質である「開放」や

「ホスピタリティー」が見

失われてしまうことが起こ

ります。仮に「技」がうま

く使えないことがあったと

しても，私たちにとって基

本的な姿勢である「軸」が

ブレることさえなければ，

それを求める人との対話は

生まれるのです。

「軸」とは何か？「軸」とは何か？「軸」とは何か？「軸」とは何か？「軸」とは何か？～五感対話法を支える５つの軸と７つの技

五感対話法の最も重要な
構成要素―「軸」と「理論的背景」

スピリットの確認（統合）

スピリチュアル・ペイン

軸 技

大いなるもの

図１　五感対話法
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　表に，五感対話法における「軸」と「技」をまとめました。今回は，この中
の「軸」を中心に述べていきます。

　表から分かるように，五感対話法における「軸」とは，「開放」「受容」「調和」
「代弁」「承認」を指します。そして，それら「軸」のそれぞれに背景となる理

論が存在します。

５つの「軸」とその理論的背景
開放
　「開放」という語句を調べると，「あけはなす」や「ときはなして自由にする」

などの意味が出てきます。では，何をときはなすのでしょうか？　ここでは，

「私たち自身の心」，あるいは「私たち自身」をときはなすという意味を指しま

す。では，この「開放」の対義語は何でしょうか？　「閉鎖」です。その意味は，

「何かを閉ざして，出入りができない状態」を指します。「私は，閉ざしてなん

かはいない。こうやって人とも必要なコミュニケーションもとっているし」と

思われる人は非常に多いのではないでしょうか。

　「自らを閉じる」状態というのは，もちろん「内に引きこもる」ことは当然

含まれますが，一見，引きこもってはいなさそうな人も自分を閉じている，そ

のような状態にあることはしばしばです。では，「内に引きこもってはいない」

のだが「（自分の心を）閉じている」とはどのような状態でしょうか？

　多くの場合は無意識に自己防衛しようとしていることから，「閉じる」状態

は生まれています。「私はもっとできるはずだ」「私は人から認められなくては

ならない」「弱い人間とは思われたくない」などの欲求は誰にでも存在します

が，これらが強いと「真の自分の姿」を周りに表出することは困難になり，見

えない壁を自らつくることになります。この状態はまさに「閉じている（閉

鎖）」状態，あるいは自分にとって都合のよい自分だけをわずかに開放してい

る状態と言えるでしょう。厄介なのは，多くの人がそのことに自ら気づけてい

ないということです。「閉じている」ことに気がつけば，「開く」あるいは「開

５つの「軸」とその理論的背景５つの「軸」とその理論的背景５つの「軸」とその理論的背景５つの「軸」とその理論的背景５つの「軸」とその理論的背景

五感を研ぎ澄ます～自己一致する～

ホスピタリティーを保つ～理由なくその存在を大切にする～

分かち合う～喪失感などに共感する～

アシストする～声なき声を受け止める～

統合を支える～ライフ・ストーリーを聞く～

マインドフルネス

反復する／待つ

鏡になる

明確化する

触れる／たずねる

開放

受容

調和

代弁

承認

軸 技

表　五感対話法の軸と技
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連載

玉置妙憂　非営利一般社団法人　大慈学苑　代表理事
 たま おき みょうゆう

看護師・看護教員・ケアマネジャー・僧侶。東京都中野区生まれ。専修大学法学部卒業。夫の“自然死”
という死にざまがあまりに美しかったことから開眼し出家。高野山真言宗にて修行を積み僧侶となる。現
在は，現役の看護師として勤めるかたわら，院外でのスピリチュアルケア活動を続ける。「非営利一般社
団法人大慈学苑」の代表として，子どもが“親の介護と看取り”について学ぶ「養老指南塾」や，看護
師・ケアマネジャー・介護士・僧侶が学ぶ「訪問スピリチュアルケア専門講座」を開催。さらに，講演会
やシンポジウムなど幅広く活動している。著書多数。

口・味わう第５回

　本連載では，「看護」を私たちの「五感」“見る，嗅ぐ，聞く，触る，味わう”

から見直し，そして「観吾」“吾を観る”というところにつなげてお話しさせ

ていただいています。今回は「口・味わう」がテーマです。どうぞ気を抜いて

お読みください。

食べることの意味
　私たちは生まれてこの方，ずっと食べてきました。

一年365日，通常なら食べない日はないでしょう。体

調が悪い時でもなおのこと，栄養をつけて治さなけれ

ばいけないと食べることを意識しますし，ショックな

ことがあって食欲がわかないような時でも，あの手こ

の手を使って食べることを続けようとします。なぜな

ら，私たちはこの肉体を維持するために，相当量の熱量と栄養を必要とするか

らです。生きとし生けるものはすべてそうですが，生き続けるためには次々に

死んでいく細胞を次々に新しく再生し続けなければなりません。そのために

は，休むことなく熱量を摂り続けていなければならないのです。

　熱量と栄養を摂取できないということは，イコール肉体の破綻を意味しま

す。つまり，熱量と栄養を摂り続けていないと，生きていることにならないの

です。私たちはその深い意味を本能的に悟っているのでしょう。だから，食べ

られなくなってしまったり，大切な人が食べない様子を見ると「無性に不安に

なる」「何とかして食べさせないと気がすまない」「どんな手を使っても身体に
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熱量を入れたい」と行動してしまうのではないでしょうか。「食べる」ことは，

「生きる」ことそのものだということを改めて感じます。

死にゆく人の味覚
　人は，「死」の３カ月ほど前から徐々にその兆候が現れるという説があります。

　まずは，「身を引く」という変化が現れてきます。これまで熱心に参加して

いた集まりに出かけなくなり，人に会うのを面倒がって，世の中の出来事や

ニュースへの興味も薄れてきます。私たちは，常日頃意識を外側に向けて生き

ています。それは，生きていくのに必要な情報を得るためなのです。だから，

もうじきこの世を去る人にとって，人に会ったり，新聞を読んだりして得る情

報は，さほど重要ではなくなってきます。それよりも，意識を内側に向けて，

自分が歩いてきた人生を振り返る静かな時間を必要とするようになるのです。

　それと同時に，だんだんと食べる量が少なくなってきます。「何だか食欲が

わかない」「おなかがすくんだけど，いざ食べようとすると入っていかない」。

みなさんそんなふうにおっしゃいます。前述したように，私たちがものを食べ

るのは，この肉体を維持するために必要な熱量と栄養を摂取するためです。で

すから，もう少しでこの肉体を脱ごうとしている人にとって，食べることはさ

ほど重要ではなくなってくるのです。

　余命３カ月と宣告されているある方は，「あれを食べたい。これを食べたいっ

て，そんなことばっかり思うのよ。食欲はあるの。でも，実際にそれが目の前

に出てくると，食べたくなくなっちゃう」とおっしゃっていました。どうやら

頭で考える「食べたい」と，身体が欲する「食べたい」の間に大きな乖離が生

じているようです。そして，ご本人いわく，食べられないことに苦痛は感じな

いと。むしろ，周りから食べろ，食べろ，と言われる方がしんどいと。

　もう一つ，この時期にある方々に共通しているように感じることに，「味覚

の変化」があります。もちろん，それまでに続けてこられた治療薬の副作用で

あるとか，原因はさまざまに考えられるのですが，みなさん少なからず味覚が

変化されていらっしゃいます。

　中でも多くお聞きするのが，素材そのものの味を求める声です。味付けは純

粋な塩だけの薄味を好み，化学調味料の味は受け付けず，「舌が引っ張られる」

「口の中がぬめっとする」などと表現された方もいらっしゃいました。

　その生命が何によって熱量を得るか，つまり何を食べるかは，生命の次元に

よって異なるそうです。生命の次元が低いと粗いものを食べ，生命の次元が高
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