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特集

「最期まで自分
らしく生きること」

を地域で支えるため
に，体制の整備や国民

への啓発が進められていま
す。ケアマネジャーは，
「ACP（アドバンス・ケア・
プランニング：人生会議）」
や「意思決定支援」につい
てかかわることもあります。
　本特集では，さまざまな
事例を取り上げながら，意
思決定支援のプロセス，多
職種連携において留意する
こと，ケアマネジャーとし
て意識すべきことについて
解説します。

　近年，４人に１人ががんで死亡すると言われている。がんは発
見に至りにくい反面，進行すると病状悪化が速く，急を要する意
思決定を求められることが多い。患者にとっては，病状や治療に
よる身体的苦痛と共に，不安や恐れ，落ち込みや焦りなどメンタ
ルに影響が出やすく，意思決定がより困難になる。
　高齢者の場合，身体に現れる症状が緩慢で，痛みや不快感がど
こに起因するものかを見極めることが困難なため，正確な病状把
握が難しい。さらに，がんの進行や治療薬により意欲低下や失見
当識・記憶障害が現れやすく，認知症との判別が困難になり，介
護者や支援者の支援判断に誤解が生じることも否めない。
　本稿では，脊椎損傷を患った要介護高齢者の，がんの進行によ
る看取り事例を振り返り，がん患者の意思決定支援について考察
していきたい。

 事例  がんの進行により看取りを行ったケース
　初回面接時のＡさんの状況は次のとおりである。
Ａさん，78歳，男性，要介護１
障害高齢者の日常生活自立度：A1
認知症高齢者の日常生活自立度：自立
疾患：前立腺がん
その他：両膝関節症，頸髄損傷，糖尿病性神経障害
家族構成：妻と２人暮らし。長男・長女はそれぞれ独立。
職業：会社経営
利用サービス：通所リハビリテーション，訪問看護，福祉用具
サービスを利用する前の本人像：幼いころから家族を助ける
ために都会に出て働き，苦労をしてきたという。曲がった
ことが嫌いで，商売に長けていた分，仕事に関連した競争

1989年金沢医科大学付属看護専門学校卒業。病院や訪問看護を経て，1999年ケアマネ
ジャーとして居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・地域包括支援センターで勤
務。2015年よりコーチングを学び実践に生かしている。現在，居宅ケアマネジャーをしな
がらパーソナルコーチや研修を行っている。

がんの方への
ACP・意思決定支援の実際

オレンジケア合同会社【居宅介護支援】オレンジケア
主任介護支援専門員／看護師

認定ケアマネジャー
山本治美
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相手が多かったという。気に入らないと
人の意見を聞かないところがある反面，
とても繊細で傷つきやすい面を持ってい
る。家族に慕われ，自宅には毎日のよう
に子どもたちが出入りしていた。

初回訪問・サービス導入

　３年前，Ａさんは玄関で転倒し，頸髄損傷に
て入院した。手足にしびれが残り，一時は寝た
きりの状況を覚悟したという。自宅復帰に向け
てリハビリを重ね，ようやく歩行器につかまり
移動ができるようになったところであった。要
介護認定を申請し，要介護１と認定が出た。
　初回訪問でケアマネジャーが入院先の病室に訪
れＡさんと妻に会い，これまでの経緯を聴いた。
ところがＡさんは，ずっと目を閉じたまま心を
開こうとしなかった。妻は，「初対面の人にはい
つもこうなのよ」とケアマネジャーを気遣った。
その日Ａさんは一言も言葉を発することはなく，
ケアマネジャーは面談を中断することになった。
　後日Ａさんは，ケアマネジャーに「わしはあ
んたの言っていることがよく分からんのだ」と
言った。Ａさんにとっては，知られたくない身
辺のことを病院以外の人に聞かれるのは，経験
のないことだったからだ。その後は，ケアマネ
ジャーの訪問時には妻や長男も立ち会い，必要
なことをＡさんに伝わりやすく言い換えながら
伝えてくれるようになり，ようやくＡさんは自
分の思いをケアマネジャーに伝えることができ
るようになった。
　退院に向け，Ａさんの希望を聞きながら，ケ
アマネジャーはいくつかの提案をした。自宅
は，Ａさん自ら設計して建てたという思い入れ
のある日本家屋だった。Ａさんは，玄関に手す
りを付けることについてしぶしぶ応じたが，退

院後に手すりを触るたびに「やっぱり便利なも
んだな」と満足そうだった。Ａさんは退院後，
通所リハビリと訪問看護を利用した。通所リハ
ビリは，Ａさんの仕事復帰を助けるために絶対
的に必要であった。また，訪問看護による療養
指導は健康管理を行う妻の相談先となり，十分
な機能を果たした。
　Ａさんは数年前に前立腺がんを患いホルモン
療法を受けていたので，年に１度はがん検査の
ため総合病院に通っていたが，そのほかの薬は
近くのかかりつけ医から処方してもらっていた。

がんの転移

　２年前のある日，Ａさんは病院からもらった
Ｘ線検査の結果をケアマネジャーに見せた。Ｘ
線写真では，胸椎と腰椎の両側に黒い斑点が現
れていた。数年前の前立腺がんは，脊椎に転移
していたのだ。
　Ａさんは「先生はがんについて何も言わなかっ
たよ。このくらい怖くもない。今に消えるだろ
うよ」と強気な様子を見せた。今回，病院の医
師が経過観察と判断したことで，Ａさんは何も
治療する必要がないと受け取った。しかし，こ
のころより外出先での転倒が増え，仕事が忙し
くなるとめまいや吐き気を訴えるなど，体調不
良が続いていた。
　本人の関心事は膝の痛みだった。外出を断念
することが増え，仕事に支障が生じるように
なっていた。膝の痛みや歩行障害について，ケ
アマネジャーはがんが広がっていることに着目
し，通院先の医師の治療方針を確認しようとし
たが，自覚症状のないＡさんは「不要」と断った。

肋骨胸骨の痛みの発生

　１年前，仕事をバリバリとこなしていたＡさ
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一般社団法人日本アンガーマネジメント協会
認定アンガーマネジメントファシリテーター®

社会福祉法人かんばら会　好日の園居宅介護支援事業所
 介護支援専門員

竹内貴世

静岡県出身。2019年一般社団法人日本アンガーマネジメント協会認定
アンガーマネジメントファシリテーター®資格を取得。叱り方トレー
ナー，ハラスメント防止アドバイザーなどの資格を保持。静岡市清水区
にある好日の園居宅介護支援事業所にて介護支援専門員として勤務
しながら，アンガーマネジメントの講師活動を行っている。

未然対策
の

新連載

アンガーマネジメントを活用した

私のこと

　私は現在，特別養護老人ホーム併設の居宅介護
支援事業所でケアマネジャーをしながら，日本ア
ンガーマネジメント協会のアンガーマネジメント
ファシリテーター®として，アンガーマネジメン
トを伝える活動をしています。アンガーマネジメ
ントファシリテーター®資格を取得した当時は，
地域密着型の施設ケアマネジャーをしていまし
た。上司である相談員との関係，利用者，家族，
介護職員，看護師，栄養士などをチームとしてま
とめていくことに悩みを抱え，イライラした毎日
を過ごしていました。また，法人の関係による支
援の行き詰まりも悩みの原因の一つだったと感じ
ます。
　当時は，家族問題よりも利用者からの暴力や暴
言，セクシャルハラスメントの相談が主で，介護
職員にも我慢をさせていたのではないかと振り返
ります。その後，居宅介護支援事業所へ転職しま
した。ここでは，本人からだけでなく，家族から
の支援要求への対応，介護疲れによる不満の傾
聴，仕事と介護の両立の悩みなど，ハラスメント
まではいかなくとても，不満が怒りとしてぶつけ
られる場面に日々遭遇しています。

改正労働者施策総合推進法の施行 
～パワハラ防止の規定が盛り込まれる

　2020年６月に，改正労働者施策総合推進法
（労働施策の総合的な推進及びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律）が施行
されました。2022年４月から，中小企業も対象
になっています。2022年２月には，顧客からの
著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント
〈以下，カスハラ〉）についてのマニュアル・リー
フレットなどが厚生労働省から出されました。介
護現場でも，「介護現場におけるハラスメントに
関する調査」が2018年から実施されています。
　2021年１月21日厚生労働省老健局認知症対
策・地域推進課の資料「介護分野における取組事
例について」１）によると，パワーハラスメント（以
下，パワハラ）の発生を把握している事業所は３～
５割とされています。また，職員が事業所に希望
するハラスメントへの対応としては，「ハラスメ
ントの報告をした際，今後の対応について明確に
示してほしい」「具体的な対応について話し合う
場が欲しい」「利用者・家族などへ注意喚起し，
再発防止に努めてほしい」といったものが多かっ
たです。私はこの結果から，ケアマネジャーとし
て求められていることは，ハラスメント家族との

怒ってもいい
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対話であり，ハラスメントに対応するチームづく
りだと感じました。

なぜアンガーマネジメントが 
必要なのか

　先日，Ａ事業所より，職員に対する利用者から
の執拗な要求について相談を受けました。Ａ事業
所は私が担当をする以前からこの利用者への対応
に苦慮しており，「本人やご家族からの要求に対
しその都度対応を行ってきたが，病気も進行して
きているし，ご家族への対応もこれ以上は不可能
である」と話しました。家族に話を聞くと「職員
からの言動にも問題がある。本人から傷つく言葉
を言われたと聞いている」とのことでした。それ
に対しＡ事業所は「そのようなつもりはない」との
返答でした。しかし，職員全体がその利用者への対
応にイライラしているのは事実だったそうです。つ
まり，双方ともイライラした状態だったのです。
　ちなみに，私が所属している日本アンガーマネ
ジメント協会で行ったアンケートでも，パワハラ
を「目撃したことがある」または「自身が被害に
遭ったことがある」と回答した方に，「その時パ
ワハラをしていた方は何かにイライラしていたと
思いますか？」と質問したところ，「そう思う」
と回答した人が約８割という結果でした２）。
　私は，本人，家族，事業所それぞれに話を聞き
ました。本人は「私はほかの人より大変だから」
と心身の苦痛を吐露しました。家族は「介護で職
場にも迷惑をかけている。職員から傷つく言動が
あったことは知っていたが，目をつぶっていた」
と仕事と介護の両立に悩んでいました。事業所は
「利用者からの要求に職員がストレスを感じ疲弊
している」と，職員のストレスへのケアの問題を
抱えていました。このように，それぞれが問題を
抱えイライラした状態でしたが，誰もが「怒って
いない」と回答しました。以前の私なら，同じよ

うに「怒っていない」と言いながら，事業所で愚
痴を言ったり（現在もないとは言えませんが），
家族に怒りをぶつけたりしていたでしょう。
　ハラスメントに値する行為には，少なからずイ
ライラした感情が関係します。相談を受けたケア
マネジャー自身も怒りの感情に振り回されてしま
い，怒りをほかに向けてしまうのです。

ハラスメントと感情のコントロール

　私が所属している日本アンガーマネジメント協会
では，全国900人を対象に怒りとパワハラの関係
性についてのアンケート調査を行っています２）。
その中で，職場からパワハラをなくすことができ
ると「思わない」と答えた方に，なぜなくすこと
ができないと思うかと聞いたところ，「人は感情
のコントロールが苦手だから」という回答が最多
でした。また，職場のハラスメント防止，対応に
おいての課題を解決するために有効な対応として
は，「感情をコントロールする能力向上に関する
研修」（24.12％），「法的セミナーなどハラスメ
ントに関する研修」（22.6％），「コミュニケー
ションのあり方，スキルを磨くためのコミュニ
ケーション能力向上のための研修」（20.68％）
という意見が挙がりました。
　人は，感情のコントロールが必要だと感じてい
ても，実際には自分に置き換えてその必要性を感
じてはいないのです。感情のコントロールは虐待
防止にも必要です。先ほどのＡ事業所の職員では
ありませんが，「そんなつもりはない」「怒ってい
ない」と感じている人は多くいます。自らが加害
者にならないように，感情のコントロールができ
るようにならなければいけません。

介護現場でのカスハラ対応の難しさ

　厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業
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金沢☆眞辺塾　事務局

嶋﨑真子　関本崇詞　山中瑞穂

　2012年より，天才スーパーバイザーである眞辺一範氏に師事し，定期的な勉強会を開始。構成メンバーは，石
川県金沢市とその近郊の居宅介護支援事業所，地域包括支援センター，老人保健施設，病院，障害者施設で勤務
する12人（女性10人，男性２人）。勉強会の開催頻度は，約３カ月に２回ペースで行っている。内容は，対人援助
技術に求められる理論や実践についてと気づきの事例検討会，そして地域や職場において人材育成を行うことが
できるスーパーバイザーの養成である。活動期間10年が経過しながらも，モチベーションの高いメンバーで，そ
れぞれに自己の成長を感じながら，活動を継続している。

金沢☆眞辺塾

へ
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ル
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山中さん 嶋﨑さん 関本さん

　介護給付費は年々増加の一途をたどり，高齢者

人口の増加も伴い，社会保障審議会介護給付費分

科会ではその過大な増額の抑制が議論されてい

る。そんな中，我々ケアマネジャーが対象として

いる利用者の状態像は，疾病や生活習慣の関係か

ら，加齢と共に悪化や維持の状態で推移している

ケースがほとんどではないだろうか？　このよう

なことを繰り返していては，介護給付費はますま

す増大し，介護保険制度自体が破綻してしまう可

能性がある。

　高齢期においては，先に述べたようにさまざま

な要因から状態像が変化し，喪失体験の連続によ

り日常生活に影響を及ぼしてしまう。しかしなが

ら，「喪失」したまま過ごしていてよいだろうか？　

恐らく，皆さん自身に置き替えて考えた際，その

ままでよいとは思わないのではないだろうか？

　介護保険法の目的である，自立支援を行うと

は，どのようなことであろうか？　ここでは，「状

態の改善」を行うと定義したいと思う。そのこと

が利用者にさまざまなメリットをもたらし，その

結果として，介護給付費の抑制にもつながると考

えられないであろうか？　では，自立支援（＝状

態の改善）は，どのような領域を重点的に見てい

けばよいのだろうか？

科学的介護情報システム（LIFE）の
導入による自立支援の可視化

　2021年の介護報酬改定において，科学的介護

推進体制加算（以下，LIFE加算）が，通所系・居

スケール評価に取り組んだ動機と 
メリット・デメリット
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住系・多機能サービス系に新設された。この加算

における評価項目は，「基本情報」「総論」「口腔・

栄養」「認知症」である。この中で，スケール評

価を行うことが規定されているのは，「総論」内

にあるADLのBarthel Index（バーセルインデック

ス）と「認知症」内にあるDBD13である。

　つまり，自立支援（＝状態の改善）を行う際に

は，可視化された根拠が必要になるということで

ある。スケール評価を行って現状を把握し，一定

の期間アプローチを行い，改めて同様のスケール

評価を行うと，どの項目の点数がアップしてい

て，どの項目の点数がダウンしているかが可視化

される。これにより，どの部分にアプローチすれ

ば自立支援（＝状態の改善）が行えるかが一目瞭

然となる。このように，一定の基準で評価を行う

ことで，客観的評価となり，多職種連携にも活用

できる。また，多職種連携ができれば，利用者の

自立支援（＝状態の改善）にもグッと近づけるの

ではないだろうか？

　そこで，前述した「自立支援（＝状態の改善）

は，どのような領域を重点的に見ていけばよいの

だろうか？」という問いに対する１つの見解とし

ては，LIFE加算において示されている身体機能を

中心とするADLと，認知症を中心とするBPSDの

領域なのではないだろうかと考える。

なぜ，金沢☆眞辺塾でADL，BPSD，
QOLの可視化をするのか

◦「金沢☆眞辺塾」�
発足～スケール評価の取り組み開始

　今回，我々金沢☆眞辺塾が，なぜこのテーマに

ついて連載をするかについて，少し説明させてい

ただきたいと思う。

　実は金沢☆眞辺塾は，天才スーパーバイザーで

ある眞辺一範氏に師事し，ケアマネジャーの実践

において活用できる理論の学習を３カ月に２回，年

間８回程度行う目的で，2012年より開始した。翌

年2013年からは，自立支援型ケアマネジャーにな

ることを目的に，竹内理論を学んだ。その上で，

2015年より理論と実践の融合を目指し，本格的に

自立支援型ケアマネジャーへの学びを深めていった。

　自立支援型ケアマネジャーとなるには支援の根

拠が必要であることを眞辺氏から教わり，理論を

知っているだけ，実践力があるだけでは実現でき

ないことを学んだ。そして，その根拠となる可視

化ツールであるスケール評価の取り組みを開始す

ることとなる。

　金沢☆眞辺塾がスケールに着目したのが，先に

も述べたように2015年，LIFE加算が2021年の介護

報酬改定から取り入れられたことを考えると，実

に６年前から取り組みを開始していたことになる。

◦自立支援領域～スケールの決定
　金沢☆眞辺塾のスケール評価は，自立支援（＝

状態の改善）の領域を，ADL・BPSD・QOLの３

領域と定義した。2015年は，まだ未知の世界で

ある各領域のスケールを探し，各種スケールの特

徴や特性などをプレゼンし，最終的に金沢☆眞辺

塾として，どのスケールを活用していくか決定し

ていくというプロセスから開始した。

◦実際にスケールを活用～現在
　2016年は，スケールが決まっても活用できな

ければ自立支援（＝状態の改善）を行うことがで

きないことから，塾生全員で決定したスケールに

よる評価を，自らの担当しているケースで継続的

に実施した。そして，どのような点にメリットを

感じるか？　また，逆にどのような点にやりにく

さを感じるか？　というスケール自体の評価を行

い，一定の基準でスケール評価が実施できるよう

に，塾生の感覚をそろえる作業を行った。

　2017年は，2016年と同じ取り組みを続けつつ，

スケール評価を各個人が引き続き担当している自

らのケースで実施し，本格的な運用を開始した。

2018年から現在までは，各自で取り組みを継続
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　急性期・回復期のケアミックス型総合病院で10
年勤務。生活期の介護老人保健施設などで入所・
通所・訪問業務にも従事。在宅生活を援助したいという思いから
2022年４月より独立し，訪問看護ステーションを設立。高齢者の低
栄養防止コンソーシアム香川では，医療と介護，企業と行政が力を
合わせ，フレイルやサルコペニアを予防すべく親子三世代が同じも
のを食べられる嚥下食の開発などにも力を入れている。一般社団法
人つなぎまいYO監事，高齢者の低栄養防止コンソーシアム香川世話
人，令和２年度失語症者向け意思疎通支援者養成講習会受講済み。

新
連

載

　医療や介護に従事したことがある方なら，一度
は「失語症」ということばを聞いたことがあると
思います。失語症とは，脳の損傷により「聴く」
「話す」「読む」「書く」といった，ことばを操る
機能に問題が生じた状態のことを指します。最近
では，「ダイハード」や「アルマゲドン」など数々
の映画で知られている，俳優のブルース・ウィリ
スさんが俳優業を引退するきっかけになった障害
として知られています。

失語症とは
　失語症は，話すことができなくなるだけではな
く，聞いて理解することや，読み書きなどの文字

の理解も困難になります。そのため，失語症にな
ると筆談もできず，周囲とのコミュニケーション
が非常に難しくなることもあります。そして，失
語症となることで言いたいことばが出てこず，伝
えたいことの一部すら伝えられなくなるためにス
トレスを抱え，抑うつ状態になってしまう当事者
も少なくありません。また，この障がいのつらい
点として，周囲からは「ぼけてしまった」と誤解
されてしまうことがあります。

失語症のタイプ（図１）

　言語領域の損傷の部位や大きさにより，失語症
にはさまざまなタイプがあります。ことばを理解
できるのに，うまく話せなくなる「運動性失語」
や，話すことはできるのに，聞いて理解すること
ができなくなる「感覚性失語」，話すことも聞い
て理解することもできるのに，物品の名称を思い
起こせない「健忘失語」，話すことも聞いて理解
することもできるのに，復唱が難しくなる「伝導
失語」があります。また，すべての言語機能が障
害されてしまう「全失語」などがあります。
　そして，復唱が比較的な良好な感覚性失語や運
動性失語は，「超皮質性感覚失語」や「超皮質性

失語症とは

図１ 失語症分類
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運動失語」に分けることができます。

言語聴覚士の行う 
リハビリテーション

　失語症に対しては，言語障害専門の言語聴覚士
を含むリハビリテーション専門職によるリハビリ
テーションが必要となります。ここでは，言語聴
覚士について触れていきます。
　言語聴覚士は，失語症の検査や訓練および，家
族に対して患者に適した接し方などの指導や助言
を行います。失語症のリハビリテーションの目的
は，言語機能の回復と残存している言語機能の活
用に大きく分けることができます。しかしなが
ら，言語機能に問題を抱える患者も少なくなく，
残された言語機能を最大限に生かす必要がありま
す。また，ジャスチャーやYES-NO質問（「はい・
いいえ」で答えることによって，コミュニケー
ションを取れるようになること）を活用すること
も必要です。これは，失語症の患者の多くは，「あ
いうえお」などの五十音表の文字を指で指しなが
らのコミュニケーションは難しいからです。なぜ
難しいかというと，日本語を外国語のように感じ
てしまうためと言えます。これについては後述し
ます。

失語症のコミュニケーション
　治療や薬剤の進歩によって，数十年前と比べて
脳血管障害に関する死亡人口は著しく減りまし
た。しかし，それでも脳卒中の発症者は少なくな
く，失語症になるとことばの通じない，知らない
外国に突然やってきたような気持ちになります。
外国語でコミュニケーションを図ることさえ不安
になる方も少なくない中，それがある日突然，日
本語が外国語のように感じてしまうショックは計
り知れません。そのため失語症は，家族を含め周

囲の人たちの理解や配慮がとても重要になってき
ます。
　例えば，失語症の方に話しかける時は，ゆっく
りと簡潔に話したり，できるだけ絵や図などを描
いたり，ジャスチャーを活用したり，「はい・い
いえ」で答えられるように配慮したりするといっ
た心がけも大切となります。

事例を通した“失語症”の 
かかわりの実際

　ここで，３人の失語症当事者を紹介します。

失語症タイプは変化する
　まず１人目は80代の女性で，脳梗塞発症直後か
ら退院までの介入でした。発症直後より言語聴覚療
法の介入を行いました。質問に対し全く返答ができ
ず，まるでセミの抜け殻のような状態でした。介入
後１週間ほどたった頃より「はい・いいえ」の反応
が認められたため，標準失語症検査を行いました。
言語学的診断名としては全失語に分類できました。
　そこから薬剤治療とリハビリテーションを行
い，３カ月程度後に再度評価を行うと，中等度の
運動性失語と判定されました。
　失語症は，発症してから半年～１年程度は状態
に変化が起こります。この女性も，退院間際には，
十分なことばは出ないものの「でんわ…する」と
話すことができ，約束どおり電話をかけただけで
はなく，電話を用いてコミュニケーションも図る
ことができました。電話では，「げんき…？　わ
たしはげんきです」という会話だけでしたが，失
語症当事者にとってはとても気力と勇気が必要と
なります。このようなケースの場合，電話の時に
話を遮らずに待つことや，話しやすいように「は
い・いいえ」で答える質問を促すなど，周りの配
慮も必要となってきます。

失語症当事者は漢字の方が書きやすい
　２人目の70代の男性は，失語症となって１年

27達人ケアマネ  vol.16  no.6


