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「病識」をうまくもてないのが認知症の特徴  

～本人はだんだんわからなくなり、周囲はだんだん混乱していく  
 

 

認知症になったからといって、ある時点から、その人はすべてがわからなく

なったり、すべてができなくなったりするわけではありません。病気の種類に

もよりますが、アルツハイマー型認知症の場合などは、周囲にいる家族であっ

ても発症の時期はよくわからないと言われる方がほとんどです。つまりは、徐々

に徐々にできないことが増えてきて、次第に日常生活全般にも影響を及ぼすよ

うになってくるのです。そして、そのように徐々に徐々に進んでくる認知症の

症状に戸惑いつつ、最も混乱を来たしているのは、多くの場合、本人自身だと

思われます。 

認知症がだんだんと進行してくるなか、本人自身は「何か変だ」と感じつつ

も、それを認めたくないために以前からの生活習慣に固執したり、家族等周囲

の意見を聞かなくなったりといった反応が現れる場合があります。しかし、多

くの場合、認知症状が進んできている人は自分自身が認知症であるかもしれな

いということを認めようとしません。それゆえに失敗を隠したり、言い繕いや

取り繕いをしようとしたり、あるいは他の人のせいにしようとしたりもします。

そして、そのことにより結果的に家族との間も含めて、人間関係を壊していく

こととなりがちです。 

また、ほとんどの場合、家族も含めて認知症の人に接するような経験は初め

てというのが一般的です。失敗を認めず意固地になったり、失敗を他の人のせ

いにしようしたりする言動を見て、まるで人格が変わってしまったかのように

感じたりもするようです。そして、本人自身も認知症の症状で苦しんでいるこ

となど周囲ではわからないために、最初のうちは説得を試み、次第に説教調に

なり、そしてしだいに叱るような場面も増えていきます。その結果、さらにお

互いの関係が悪化していくようなことにもなりがちです。 

一番目の事例に登場するＫさんの場合も、「失敗を認めたくない」という思い
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からか、それまでの生活習慣にこだわったり、なるべく人の手を借りずに自分

なりに対処しようとしたりという行動が、結果的に在宅での生活を困難にして

いきました。また、それはＫさんのプライドの高さを表すものでもあったよう

です。 

しかし、人が普通に過ごしている限りは、ここでのＫさんのように安易に「人

の手を借りない」態度とは、どちらかと言えば誉められることはあっても非難

されるべきことではありません。だから、認知症高齢者への対応は難しいので

す。また、家族との関係についても先に記したような展開過程を経ました。そ

の時のＫさんの思いや家族の思い、あるいは生活の混乱というのはどのような

ものだったのでしょうか。 

 

 
 

事前に調べておくべきこと 

・「認知症」の中核症状と行動・心理症状（ＢＰＳＤ）に関する理解  

・「認知症高齢者」を抱えた家族が一般的に示す心理反応  
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Ⅰ   
介護サービスを受ける利用者 

本人の視点から考える 

―笑うことを失ってしまっていたＫさん 

 

 

1 事例内容 

 

Ｋさんは、80 歳過ぎに交通事故で骨折し入院したことをきっかけに物

忘れが多くなり、その５年後にアルツハイマー型認知症と診断されました。 

ご自宅では長男夫婦と同居されていましたが、当初は介護サービスを使

うこともなく過ごされており、主に長男の妻が介護をされていました。し

かし、認知症と診断されてから３年後、家から出かけたまま戻ってこられ

なくなり、警察に捜索してもらうことが２回起こりました。そのうち１回

は外で１泊するものであり、24 時間目が離せなくなるような状況になり

ました。 

そのため、ご家族は施設への入居を希望され、介護老人保健施設での短

期入所などの利用を経て、グループホームに入居されることになりました。

グループホームに入るまでの生活について、K さんの発した言葉をヒント

に、Ｋさんの視点に立ってまとめました（以下、Ｋさんの取った行動や発

した言葉をゴチック体で表記します）。 

 

 

■１ 「だんだんわからなくなる」                              

 

認知症になって、気がつくと、だんだん物忘れが多くなってきました。家族にも言わ

れます。 
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私の日課は散歩すること。朝出かけ、夕方には戻ります。息子や嫁はいつもの時

間に自由に行かせてくれました。家の周りを散歩してくると気持ちが落ち着きます。あ

とは、気ままに好きな本を読んだり、静かに過ごす毎日でした。デイサービスにも週１

回行きました。 

 ある日、いつもの散歩に出かけると、道がわからなくなってしまいました。自分はどこ

から来たのだろうか？ どこに行こうとしているのだろうか？ 息子も警察も捜してくれ

ました。家から３km も離れていました。家族のもとに戻ったときには、「お父さん、黙っ

て出かけないでくれ」と息子に言われました。それからいつも、「お父さん、どこに行く

の？」と嫁にも止められ続けました。 

家の便所がわからない。外だっけ？ 私はわからなくなって大声を出しました。 

 

Ｋさんは外に出て排尿されることが多かったそうです。

「お父さん、ちゃんとトイレでしてください」というのが、

長男の妻の常日頃の言葉だったそうです。 

 

いったん外に出ると戻れません。でも、私は出かけます。行くところがあるのです。 

 

Ｋさんに行き先を聞くと、「学校」や「仕事」、出身地で

ある「○○の私の家」という言葉が返ってきたそうです。 

 

しかし、出かけると「外に一人でいかないで！」と怒られる。それで私も時々大声を

出します。「私には行くところがあるのだ」。 

 

 ご家族が引き止めるたびに、K さんは「私には行くところ

があるのだ」と何回も何回も言われたそうです。 

 

【討議ポイント１】 
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■２ 「どこだかわからないところに連れていかれる」                      

 

ある日、どこだかわからないところに連れていかれました。 

 

 自宅での介護が難しくなった K さんは、介護老人保健施

設に短期入所されることになりました。 

 

 

畳敷きの一角が私の居場所でした。 

 

施設では、介護職員が「自分のベッドに行ってくださ

い！」と、いつも声をかけていたそうです。グループホー

ムに入所される前、施設に事前アセスメントに出かけてい

った時も、その場にいた介護職員の方は、「何回言っても

自分のベッドに行かないんです」と言っていました。 

     

朝は出かけたい。でも、出口がわからない。出口をだれも教えてくれない。 

 

Ｋさんは、施設ではいつも出口を探しておられました。

「『出口はどこだ、どこだ？』と、ちょっと興奮するんで

す」というのが、担当の介護職員の方の言葉でした。 

    

だから、広いホールのなかの畳の空間が私の居場所になっていて、そこで１日ごろ

ごろしています。気が向けば詩吟の会には出ていきます。やりたくないことは嫌だか

ら。 

 

【討議ポイント２】 
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■３ 「知らない人にいろいろ聞かれ、何かしようとすると 

    声をかけられる」                           

  ―グループホームへの入所 

 

突然知らない人が来て、「私の生年月日を教えてくれ」とか、「住まいはどこか」とか、

「好きなことは何か」とか、しつこく聞かれました。 

 

 グループホーム入居の事前面接でいろいろと尋ねる

私に対して、Ｋさんから出た言葉は、「急にそんなこと

聞かれてもわからん！忘れた」という答えでした。当

時、いろいろなことを根掘り葉掘り聞きすぎていたの

ではないか、またそれが K さんにとっては質問という

よりも尋問になっていたのではないかと思います。 

    また、グループホーム入居当時のＫさんは、まった

く無表情の、笑いもしない、怒りもしない顔のままで、

いつも「分からん」と答えておられました。 

グループホームにおいでになったばかりの時は、「若

いころにここでお世話になった者です」とご挨拶され

ました。そして、しばらくしてから「初めてのところ

だから、どこから帰ったらいいのかわからん」とおっ

しゃいました。何を聞いても、「わからん」という返事

で、職員は「会話にならない」と記録していました。 

 

私は毎日出かけます。でも、出かけようとすると、決まって「どこへ行きますか？」、

何か探していると、「トイレですか？」と言われます。 

 

 そのときに K さんから出た言葉が、「行かなきゃなら

んのだ！」という言葉でした。これはＫさんの切実な

思いだったように思います。 
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１か月経っても、「２階のＫです。よろしく」とみん

なに挨拶して回られ、職員は、「なかなか慣れてもらえ

ないなあ」と思っていました。その当時のＫさんは、

入ったばかりの頃と同様、ほとんど無表情の顔をされ

ていることが多くありました。 

    

【討議ポイント３】 

 

 

■４ 「僕はピアノが好きだった」   

―笑顔が戻るきっかけとして 

  

 ある時、女性が多く集まって歌を歌っている場所を遠巻きに見て歌を

口ずさんでいるＫさんの様子に職員が気づきました。歌が好きなんだと

思った職員は、なるべく歌やピアノの音色が聞こえる場所に座っていた

だこうとお誘いしますが、Ｋさんは「嫌」と言われます。それならば、

ということで、Ｋさんの隣に職員が座って、聞こえてくる歌に合わせて

小さな声で歌う、といった個別的なかかわりに努めました。 

そうして入居されてから３か月経ったある日、いつものようにピアノ

の周りに人が集まり、歌が一通り盛り上がって終わった後、人がいなく

なると、Ｋさんは自ら前に進み出て、ピアノを弾き出しました。職員は

突然のことでびっくりしました。また、男性の方がピアノを弾けるとい

うことに対してとても想像がつかなかったので、Ｋさんに「なんでピア

ノが弾けるんです？」と聞きました。するとＫさんは、「僕は小学校の先

生をしていた頃、音楽室が好きで好きで、ピアノが弾きたくて弾きたくて、いつも音楽室

にいたんだよ」とお話してくれました。 

初めてＫさんが自分自身のことを語った言葉でした。とても感動した

職員がそのときの様子を詳細に記録していましたが、それによれば、最

初は右手だけで弾き、そこに左手もついて、最後には和音もつけた伴奏
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で弾いてくれたそうです。 

Ｋさんがピアノを弾かれる場面では、職員みんなが感動して、またそ

れを聴いた歌の好きなお年寄りたちもまたそこに集まってきて、人の輪

ができていました。  

    

【討議ポイント４】 
 

 

■５ 「話しかけてくれる娘がいる。いつも暮らしの音がしている」 

―気持ちの落ち着いた生活に向けて 

 

ホームにはいろんな人がいて忙しそう。でも、私に話しかけてくれる若い職員がい

ます。娘は大きな声で笑う。自分が何か言うと、何かわからないけれど、げらげらげら

げら大声を出して笑う。 

 

 このグループホームでは、共用スペースのすぐ後ろに

台所があり、いつも暮らしの音がしているなかで、暮ら

しています。ご飯の準備をしている女性の入居者の方か

ら「自分の箸どれですか？」と聞かれ、「忘れちゃったな

あ」。それで、「困っちゃいますよ。食べられませんよ」

と言われ、「ワッハッハ。本当だなあ、困っちゃうなあ」。

そんな、困っているのか、うれしがっているのかわから

ないような会話を二人でなさっていることもあります。 

     

寝たいときは寝ます。冗談を言うと周りの人が笑ってくれます。好きな音や音楽が

聞こえます。出かけたければ出かけます。分からなくなっても困らない。 

 

 



 118 

 Ｋさんは、入居後１年半ぐらい経った頃から、話をして

いると冗談を言って、自ら笑うようになりました。昔のこ

とを聞かれてもすぐに「わからん」とは言わなくなり、「そ

うさなあ、思い出せんなあ」「わからんようになっちゃっ

たなあ」などと、穏やかに表現されるようになりました。 

Ｋさんのユニットには９名の方が暮らしていますが、男

性の入居者はＫさん一人だけで、職員も女性ばかりです。

それで、Ｋさんに「ひげを剃らないといけませんねえ」と

言ったら、「男はひげが女より余計だなあ」と言われて、

みんなでどっと笑ったようなこともありました。 

ピアノを弾いていると、近くに女性のお年寄りの方が自

然と集まってこられるようにもなりました。 

 会話のなかで、「Ｋさんはいくつになられましたっけ？」

と聞くと、必ず「そうさなあ、35 になるなあ」と言いま

す。「奥さんは？」と聞くと、前は、奥さんの名前が出て

いたのですが、今は「独身だ」とおっしゃいます。「私を

嫁にもらって」と職員が言うと、それは冗談だとちゃんと

わかっていて、「そうさなあ、もらわにゃいかんなあ、ワ

ッハッハ」と言って笑って過ごされる毎日です。  

 

  

 現在のＫさんは、だんだん自分の兄弟や親の名前などを思い出すこと

もできるようになり、表情も一段と穏やかになってきています。ご長男

も、Ｋさんの奥さんの状態が悪くなってからの同居だったので、自分の

父親がどのように暮らしてきたのかほとんど知らず、グループホームで

Ｋさんからいろいろと聞くことで、初めて親の様子がわかったというと

ころも実際にあったようです。 

 私たちが知ることができた生活歴として、Ｋさんは山間地の男ばかり

の５人兄弟の末っ子として生まれたそうです。生家は農家で、そんなに
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裕福ではなかったとお話されていました。中学を卒業後、師範学校に進

んで、小学校の教師になったそうです。「小学校の先生だと全部教える

んですね」と聞いたら、「僕は国語が専科だ」とはっきりおっしゃいま

した。今も時々夜中に試験問題をつくっておられます。いろいろな数字

をあげておられるので、「数学のテストですか？」と聞いたら、「いや、

物理だ」と答えられるなど、そうした会話もできるようになりました。

ご長男は「父はそんな仕事をしていたんだなあ」と言っておられました。

また、グループホームでのＫさんの様子を見て、「父はこんなに笑うん

ですね」という言葉をいただきました。 

 

事例をまとめるにあたり、Ｋさんに表情や言葉の変化があることは明

らかですが、その変化がいつから起きたのか、何が重要だったのかを知

るために、日々の記録を振り返ってみました。その際、Ｋさんと私たち

のやりとりがどれだけ記録に書かれているか、そのときのＫさんの様子、

職員の様子がいかに詳細に書かれているかが非常に重要でした。 

また、これを機に、職員に、ただ「よくなった」だけではなく、「振

り返ってその時どうだったのか」を聞いたところ、皆がその時の会話を

覚えており、それだけ職員もＫさんに関心をもって話しかけていたこと、

介護者自身も「一緒に心が動いて」いたことを感じ、それが大切なこと

だったのだと思いました。 

 

【討議ポイント５】 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

２ 討議ポイント 

 

 

■ 討議ポイント１ 

① 認知症高齢者の方の「生活習慣」の持つ意味について考えてください。また、それを

尊重していくためには、どのようなことが必要となるでしょう。 

② こうした時のＫさんのいら立ちや戸惑いについて考えてみてください。 

 

■ 討議ポイント２ 

① 介護老人保健施設の介護職員の認識は、「朝だけうろうろしますが、あとは静かな

方」というものでした。この頃の K さんの思いやストレスを想像してみてください。このよう

な状態の K さんに介護職員はどのような対応が求められたでしょうか。 

② もし仮に、このままの状態で K さんがこの老人保健施設に入所することとなっていたと

すれば、K さんの１年後の状態はどのようなものであったと考えられますか。 

 

■ 討議ポイント３ 

① 突然慣れない生活環境に連れてこられ、知らない人ばかりに囲まれてしまった K さん

に対して、どのような配慮が必要だったと考えられるでしょうか。このときの K さんの「思

い」を想像しながら話し合ってみてください。 

 

■ 討議ポイント４ 

① 介護サービスとの関係の中で、高齢者の持つ生活経験の意味について考えてくださ

い。また、それはどのような形で聞き取っていけるものなのでしょうか。 

② 「尋問」的な質問という言葉が出てきますが、どのような形で話しかけていったと想像

できますか。自分たちの普段の経験等とも照らし合わせながら話し合ってください。 

  また、認知症を有する利用者と会話しながらコミュニケーションを図っていくうえでは、ど

のような配慮が望ましいのか考えてみてください。 
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■ 討議ポイント５ 

① K さんの生活が変化した理由について考えてみてください。それは K さんの認知症が

軽減したからでしょうか、それとも生活のなかでの安心感をもちえたからでしょうか。そこ

に至るまでのここでの介護の良かった点、問題と考えられる点について話し合ってくだ

さい。 

② 介護のなかでの「記録」のもつ意味について話し合ってみてください。普段、自分たち

の職場の介護記録のなかには、利用者の言葉や表情、その時の様子などがどの程度

書かれたものとなっているのかを、お互いで話し合ってみてください。 
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３ 解説 

 

■ １ K さんの言動の背景にあった「認知症」 

 

  もともとは小学校の先生をされ、おそらくは家族思いあったであろうＫ

さんが、家族の制止を振り切ってまで散歩に出て行こうとしたり、周囲の目

もはばからず庭で用を足したりと、それまでの生活態度からは考えられない

ことを起こすようになります。周囲にいる家族から見れば、まるで人が変っ

たようにしか見えなかったでしょう。 

最初のうちは説得、そして説教調、最後には叱るようになるなかで、家族

との関係は悪化していきます。そうした経過のなかで家族では世話ができな

くなり、「高齢者介護の専門」であるはずの老人保健施設に入所することと

なります。しかし、場所が変わったからといってＫさんの行動に変化がある

はずはありません。なぜならば、Ｋさんは脳の病気の結果として「認知症」

となり、全体状況の理解や判断等に関する知的機能に障害を来したからです。 

 こうした一連の生活の変化についてＫさんの立場から考えてみれば、どの

ように理解することができるでしょうか。いろいろなことが混乱してきてお

り、自分なりにそれを家族に伝えようとしても全く理解してもらえず、最後

には叱られてばかりです。しかし、納得はできません。なぜならば、Ｋさん

にはＫさんなりの行動の理由があるからです（教材➍事例Ⅱも参照）。にも

かかわらず、最後には全く自分の意思を確認することもなく、知らない見た

こともないような場所に連れて行かれることになります。そのうえ、時に「食

事だ」、「風呂だ」と急かされても、それ以外の時間は話しかける相手さえわ

からず、本当にどうしていいのかわからず、困ってしまっていた状態ではな

かったでしょうか。もしかすると、家族も含めて誰一人信用することができ

ず、生きる意欲や希望も失いかけていたような状態だったのかもしれません。 
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■ ２ 介護施設における「利用者の重度化」の一面 

 

Ｋさんは、そもそも在宅での生活が困難になったからこそ「高齢者介護専

門」の施設であるはずの介護老人保健施設に入所することとなったはずです。

にもかかわらず、Ｋさんの混乱はますます増すばかりです。ただ食事と一応

の安全の確保は用意されたのでしょうが、Ｋさん本人にとってはわけのわか

らないまま、それまでの自分なりの「生活」を一方的に奪われ、ただ「収容」

されただけともいえます。そして、施設生活においてＫさんから発せられた

という「やりたくないことは嫌だから」という、普通の人であれば当たり前

の感覚が、介護施設という場においては「介護拒否」という言葉に置き換え

られていきます。もし仮にＫさんがこの介護老人保健施設に居続けたとした

ら、一年後にはどのような状態になっていたのでしょうか。 

「不安」や「戸惑い」を示す認知症高齢者の方の行動は、自ら出口を探し

歩いたり、人に聞いて回ったりと積極的行動に出る人と、Ｋさんのようにど

ちらかいうとあまり動かず不安をやり過ごそうとする人など、類型的に考え

ることができます。そして、一般的に積極的に出口を探したり聞いて回った

りする人は《徘徊》というレッテルを貼られ、行動を落ち着かせるためと称

して安易に向精神薬が処方されがちです。そして、向精神薬の効果等もあっ

て、少し歩行にふらつきなどが出ると《歩行不安定》という新たなレッテル

が貼られ、センサーマットの設置や極端な場合には身体拘束といった対応が

なされていきます。 

利用者本人としては、そうした意に沿わない監視や行動抑制によって、さ

らに精神的混乱を来して訴えたりすれば、さらに強い向精神薬が処方された

りもします。そうした状態が半年、１年と続けば、「生きる意欲」も「動く

体力」も失われ、次第にいわゆる「寝たきり」老人となっていきます。にも

かかわらず、介護現場から出される言葉は、「利用者の重度化が進んだ」と

いうものです。一体、どこの誰が「利用者の重度化」を進めているのでしょ

うか。 

Ｋさんの場合、幸いにも良質の介護サービスを提供する認知症対応型グル
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ープホームに生活の場を移すことができ、徐々に「生活感覚」を取り戻して

いきます。Ｋさんが最初、表情も硬く、他者ともあまり交わろうとしなかっ

たのは、職員サイドの対応もまずさもあるのでしょうが、Ｋさん自身もしば

らくの間続いた「強い人間不信」のなかで、なかなか周囲の者に心を開くこ

とができなかったとも考えられます。 

こうした際、必要となる視点は「時間」です。「時間をかけて」人間不信

に陥ったＫさんだったのですから、「時間をかけて」信頼回復に努めていか

なければなりません。認知症介護においてはスーパーテクニックなどあるわ

けないのです。利用者一人ひとりの時間感覚を尊重し、利用者主体の生活を

築く支援の姿勢こそが重要となるのです。 

 

 

■ ３ 「誇り」と「信頼」を取り戻す支援 

 

介護福祉士に求められる専門的な介護サービスとは、利用者その人が認知

症によりさまざまな生活場面において戸惑いがあっても、障害により不自由

な面があっても、利用者自身が自分への「誇り」と「信頼」を取り戻した生

活を送っていけるよう支援していくことです。つまり、自らが「生活の主人

公」「人生の主人公」となっていけるよう、要介護状態のなかでの「生活の

再構築」の支援です。 

再び戻ったＫさんの笑顔とは、認知症が進行してくるなかでの生活でさま

ざまな不調和を来たし、Ｋさん自身も失いかけた自らの「自信」や「誇り」

を取り戻した証ともいえるでしょう。しかし、そこに至るまでは決して一直

線の過程では進みません。Ｋさん自身も、周囲の介護者も一緒に悩みながら、

戸惑いながらの取り組みでした。おそらく、それは結果だけを求めて急いで

うまくいくものではなく、関わっていくなかで、Ｋさん自身が「自信」や「信

頼感」の回復していく過程（プロセス）こそが重要な意味をもっていたと考

えられるでしょう 

また、最後に「心が動いていることがわかった」と書かれていた「記録」
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とは、どのような目的をもって書かれていたのでしょうか。おそらく、互い

に悩み、戸惑いながらも、だんだんとお互いの信頼関係が形成されていく過

程がキチンと読み取れたことに、介護の記録の目的として大きな意味を見出

せるのではないでしょうか。そのように考えれば、「対人支援」サービスと

しての介護記録のもつ意味とは、ただ事実を記すことだけに意味があるわけ

ではないようです。共に過ごした「時間」を意味づけ、それに価値を与えて

いくという意味からも、「介護の記録」の機能を考えていくことができるの

ではないでしょうか。 
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Ⅱ   徐々に「生活の混乱が進む」 認知症高齢者への支援を考える 

 

 

1 事例内容 

 

■１ 生活の背景 

 

 和男さん（86 歳）は妻（80 歳）と二人で暮らしています。夫婦はとも

に教員をしてきた人であり、和男さんは定年退職後、畑仕事をする傍ら地

域の役員を積極的に受けるなど、周囲からの信頼も厚い人でした。 

二人の間には子供はありませんでしたが、妻方の実家から養子縁組して

娘を貰い受け、15 才の頃から一緒に暮らすようになりました。その後、

養女である娘は大学を卒業後に他県に嫁いだため離れて暮らすようにな

りました。しかし、娘は離れてはいても毎週土曜日には安否確認の電話を

かけるなど、年老いた養父母を気遣いながらの関係を続けてきていました。 

 

 

■ ２ どんな変化が起きてきたのか？ 

 

 もともと中学校の理科教師だった和男さんは山野草博士といわれるほ

ど草花に詳しく、時に地域の人たちにも公民館等で講義することもあった

ような人でした。妻は、小学校で教鞭をとっていたことから、退職後も自

宅でピアノを弾くことを楽しみとし、二人で悠々自適の生活をしていまし

た。 
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 ところが、夫が 84 歳になったころから、物忘れが目立つようになりま

した。一度は、近くのスーパーマーケットへ「買い物に行ってくる」と出

かけたまま迷ってしまったのか、暗くなっても帰らず警察に捜索届を出す

騒ぎを起こし、結果的に警察に保護されたようなこともありました。実は

その時、かつて戦争で南方に行った経験が蘇ってきたのか、「何もない時

はバナナさえあればどうにかなる」と思い込んで、普段はあまり行かない

買い物にわざわざ出かけて迷ってしまったことがわかりました。 

 そのようなことが起きるようになっても、妻は認知症の進行により夫に

生じてきている変化を認めることができませんでした。周囲からデイサー

ビスの利用などを勧められても、「あんなところに行ったら、うちのお父

さんが変になってしまいます」と言って、介護サービス利用の勧めには耳

を貸しません。 

 

■３ 具体的に生じてきた生活上の混乱 

 

【3 か月くらい前から…】 

 （スーツ姿に着替えた和男さん） 

和男さん：「お母さん、もう 7 時ですよ。早くご飯を用意してください。食べ

たら学校にいきますから。ずいぶんのんびりしていますね」 

妻   ：「お父さん、何を言っているんですか。もう 25 年も前に退職した

じゃないですか。」 

和男さん：「とにかく、ご飯にしてください。」 

（妻は怪訝な表情で） 

妻   ：「わかりました。すぐに、ご飯にします。でも…」 

 

そんな時、妻は「おかしなこと言うな」と思いつつも朝食の準備に取り

かかるそうですが、和男さんはその姿を見るとホッとするのか、何もなか

ったかのような表情で新聞に目を通し始めると、妻は娘さんに話したそう

です。 
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その頃、そんなトンチンカンな会話から一日が始まることが時々あった

ようです。 

 

【1 か月ぐらい前から】 

和男さんの認知症はさらに進行したのか、生活の中での混乱がいっそう

進んできたような状況が見られたと妻は言います。 

時に時計を見ては夜と朝を取り違えて、夜の 7 時に「学校へ行かなくて

は」と言い出したり、時々、鞄を手に玄関から出ていこうとしたりといっ

たことが起きるようになりました。妻は一人だけでは対応できなくなり、

近所に住む教え子や親戚にも見守り等の協力を依頼するようになったよ

うですが、いつまでこんなことを続けていかなければならないのかと不安

もあったようです。しかし、娘には余分な心配をかけまいと妻から和男さ

んの様子を具体的に相談するようなことはありませんでした。 

和男さんと妻との生活の様子を見かねた近くに住む親戚の方が娘さん

に連絡を取りました。週１回は電話で様子伺いをし、特に困ったところは

ないと聞いていたはずですが、駆け付けて見ると家の様子は雑然とし、父

も母も随分と変わり果てた印象を受け、その場では言葉も出なかったと言

います。 
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２ 討議ポイント 

 

 先に書かれた話は、その後、至急介護保険サービスを利用しなければ、すぐ

にも生活が行き詰ると考えた娘さんから相談を受けたケアマネジャーが、簡単

に経緯をまとめたものです。 

ここでは、「生活支援の介護サービス」の役割を考えていく意味から、次のよ

うな点を話し合ってみてください。 

 

■ 討議ポイント１ 

    和男さんの妻が「おかしなことを言うな」と思いつつ、デイサービス等の利用に対して

消極的なまま、状況の悪化が進んでいった理由としては、どのようなことが考えられる

でしょうか。上記の短い文章の中から本人たちの思いを汲み取りつつ考えてみてくださ

い。 

 

■ 討議ポイント２ 

   親戚から連絡を受けて娘さんが帰ってきた状況において、和男さん夫妻の生活は、

どのような状態であったと考えられますか。部屋の片づけ、食事、買い物、洗濯、金銭管

理等具体的な生活行為について、どのような状況になっており、本人たちはどのように

対処しようとしていたのか、あるいは困っていたのかについて、想像しながら話し合ってみ

てください。 

   なお、ここに登場する「和男さんご夫妻」は、ここではあくまでも「生活者」であって、一

方的な「介護サービス」の利用者ではありません。援助方法やケアプランのような方向

性だけで議論が進むことのないよう気をつけてください。 

 

■ 討議ポイント３ 

  上記の短い情報の中から、「高齢者の生活」における「生活史」のもつ意味が重要で

あると感じるのは、どのような点からでしょうか。気にかかることについて、話し合いをして

みてください。ただし、こうした想像をする際、あまりに一方的に決めつけるような見方を
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したり、一方的に詮索するような見方をしたりと事例の相手に対して失礼な態度になら

ないよう配慮してください。 

  

※ この演習では、想像力を働かせながら多面的に利用者を知ることや「共感的な視点」

から利用者の生活を考えていくことの大切さを理解していくためのものです。研修

講師の方も、この部分に関して何か「正解」といったものがあるわけではないこと

を十分に理解し、一方的に「教える」いった態度で臨むことのないよう注意してく

ださい。 
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３ 解説 

 

 それまでは社会的にも活躍をしてきた男性高齢者が時におかしなことを

言うようになり、「変だな？」と思いつつも、妻が注意すれば怒り出すので

余分な口出しをせずにいたところ、生活の混乱が一気に進んでしまった事例

です。妻を含めて、家族や地域の人たちも認知症に関する知識はないため、

何が起きているのかわかりません。 

こうした混乱のなかで、生活に支障を来たして緊急の短期施設入所等とい

った事例も珍しくありません。しかし、和男さんぐらいの理解度が残る利用

者の場合、なぜ自分がそのような場所に行かされるのか納得できないがため

に、強い帰宅願望を訴えたり、時に強引な行動に出たりすることで施設側と

トラブルになったりもしがちです。その結果、利用を断られたりすることも

あり、そのような状態のまま家族で抱え込むうちに、利用者本人の精神状態

のさらなる悪化を来たすようなこともあります。あるいは、どうしても施設

利用を望むのであれば、施錠や向精神薬等によるある種の身体拘束の了解を

家族が求められるようなことも少なくありません。 

なお、独居の高齢者や老夫婦のみの世帯の場合など、和男さんに起きたよ

うな事態が生じることは少なくはありません。なぜならば、初期段階の認知

症の症状に関しては、急速に悪化して生活状態が激変するわけではないから

です。この和男さんの例のように、ちょっと「変だな？」ということが続き

ますが、本人もどこか「変だ」とは思いつつ、プライドがあるため自分の失

敗を認めず、ましてや認知症などを疑うことはありません。そのため、周囲

からはなかなか介入もできずに気が付けば大変な状態になっているような

ことも起きがちです。 

しかし、「要介護状態」に至ったとしても、利用者本人にとっては「生活」

そのものが大切なのであり、その「生活」とは「個別的」なものであり、「継

続性」や「歴史性」といったことが重要な要素となります。言い換えれば、

「人の生活」とは要介護状態になったからといって、いきなりリセットされ
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るものではないのです。また、「その人の性格」も急に変わるものではあり

ません。基本的に、人は「生きてきたように」しか「老いる」ことはできま

せん。にもかかわらず、多くの認知症の人は、認知症になることによって「生

きてきたように」老いの暮らしを継続していくことが困難になります。だか

らこそ、介護福祉士による専門的な介護サービスが必要とされているのです。 

そもそも要介護状態における「生活障害」とは、本人の状態と生活環境と

の相互作用として発生してくるものです。それゆえに、本人自身が生活して

いくなかでの「生活障害」の原因の一部に自分自身の疾病や障害ということ

を意識化していれば、本人自身も疾病や障害を受け入れつつ、生活の再構築

を図っていくことが可能です。しかし、認知症等により本人自身が「障害」

や「衰え」を認められなかったとすれば、その場合、本人に変化を促し「生

活障害」の軽減を図ったり、その解決を図っていこうという発想には無理が

生じてきます。つまり、介護サービスにおいては本人自身の状態に着目する

ことも必要ですが、それと同じく生活環境（物的環境、人的環境）の側にも

着目しつつ、利用者その人にとっての「生活障害」の軽減を図っていくとい

う視点（93 頁図６参照）が求められます。 

和男さんの事例に即していえば、本人たちなりに一生懸命対処しようとし

てきた事実を頭から否定することなく、まずは「本人たちの思い」をしっか

りと受け止めていく姿勢が求められます。そのうえで、何に困っているのか、

どこからなら手をつけても混乱しないのかを確認しつつ、本人たちの望む生

活のあり方を模索していく態度が望まれます。また、時間をかけてゆっくり

と崩れてきた本人たちの生活なので、大きな変化を急に強いれば混乱に拍車

をかけるだけのような場合もあります。要介護高齢者の「生活支援」のあり

方としては、あせらずゆっくりと本人たちと共に生活の再構築を図っていく

姿勢が求められるのです。 

 

 


