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Ⅰ   
認知症介護における 

「利用者主体」の意味を考える 

―その人らしく生きていただくために 

 

 

残された能力や意欲を見出す介護の視点  

  ～利用者本人の「生活」を軸として心身の状況を把握する大切さ  
 

介護サービスにおいて求められるのは、「利用者主体」の支援です。それは、

要介護状態にある利用者を「お客様」として扱うのではなく、『生活の主体者』

とみなし、その意思を尊重していく姿勢の重要性です。どんなに心身の機能が

衰え、日常生活のすべての面において他者の手を借りるような状態にあったと

しても、利用者その人が『主役』となるよう、その生活を支えていくのが、介

護サービスに求められる専門性といえます。そして、「利用者主体」の生活支援

をしていくためには、人間生活における「生活の多様性」と「価値観の多様性」

というものを、十分理解しなければなりません。 

この事例に登場するＭさんは、認知症が進んだことにより自分一人では「生

活リズム」を維持していくことが困難になってきました。80 歳を過ぎて娘さん

と同居することとなったＭさんですが、その娘さんも仕事が忙しいために徐々

に小規模多機能施設での泊りが多くなっていきました。住み慣れた地域での生

活という意味では、確かに「生活の継続性」が保たれたのかもしれませんが、

認知症の進んだＭさんにとっては、介護職員サイドの積極的な働きかけがなさ

れなければ、「良く知らない場所」で、「良く知らない人たちに囲まれての生活」

という感覚は否めないでしょう。 

歳をとり、認知症が進んでいくことで利用者その人の「生活能力」が衰えて

いくのは、いわば仕方のないことです。しかし、要介護高齢者等に対する「生

活支援」の専門職である介護福祉士がかかわっていくのであれば、残された能
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力や意欲を見出し、できる限り最後の時間を迎えるまで「その人らしい生活」

の継続ができるよう支援していくことが求められます。また、そのためには保

健医療サービスとの連携も不可欠であると言えましょう。このＭさんの事例は、

「介護の役割」を改めて考えさせてくれると同時に、「介護の力」を教えてくれ

るものではないでしょうか。 
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1 事例内容 

 

■１ 「生活能力」の衰えが見られていた頃の M さんの状況 

 

➊事例概要と当時のＭさんの状況 

 ① Ｍさん 87 歳 女性  

アルツハイマー型認知症 要介護度５ 

② 入浴と食事は一部介助。排泄は全介

助。 

 ③ 何とか手を借りて立つことはできる

が、自力では困難。歩行も手引き歩行

で２～3 歩。何かを訴えるようなこと

もほとんどなくなったような状態でした。 

④ 意思疎通は通じる時と通じない時があり、起きていても机に伏せて

いることが多くなってきていました。 

⑤ 当初、3 年前に通所利用（週５回）から始まりました。その後、認

知症状の進行がみられただけでなくご家族の都合もあり、「泊まり」

の回数が増え、小規模多機能事業所を「居住」の場に近い状態で利用

されるようになりました。  

⑥ Ｍさんの認知症状は進み、また体調不良となることも多くなり、

徐々に起床も昼過ぎのような状態となり、起きている時間より寝てい

る時間の方が多くなっていきました。  

 

➋当時の M さんの状況 

その時、事業所側の介護職員の共通認識は、娘さんからも「母は寝る

のが好きな人」だと聞いていたので、M さん本人の思う通り寝たいだけ

寝ていただいて、「起きるのも昼過ぎてからでもいいのではないか」と

安易に考えていたように思います。また、それが本人本位だと思い込ん
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でいましたし、この状態でも「M さんらしさ」は尊重されていると思っ

ていました。 

                          【討議ポイント１】 

 
 

■２ 「認知症介護」に関する専門研修を受けての発想の転換 
 
（１）研修のなかで事例を通して「生活リズム」の大切さや「その人らし

さの尊重」の意味するところを学んでいくなかで、M さんへのかかわ

りについても「どこか違うのでは？ 自分たちのケアはこれでいいの

か？ 何か勘違いしているのでは？」と思い始めました。つまり、た

だ現状の姿や様子（after）だけで「その人らしさ」を勝手に思い描く

のではなく、生活歴を知り、まだ元気だったころ(before)の「本人の

思い」や「家族の思い」にも関心を寄せ1、その人が望んでいたであ

ろう「その人らしい生活」を意識的に考えてみることとしました。 
 
（２）それまでの M さんへのかかわりのなかで、具体的に疑問に思った

こと 

① 長すぎる睡眠について、Ｍさんは本当に寝ていたいのか？ 起き

たくても自分では起きられないのではないか？ 介護職員の側が

「本当に寝たくて寝ている」と勝手に判断してよかったのか？  

② もしかすると、自分で「生活リズム」を組み立てることのできな

くなった M さんへの支援が不十分なために、いわば「寝かせきり」

の状態にしてしまっているのではないか？  

③ M さん自身、ベッドに長時間一人でいることに対して、寂しく感

じていたり、放っておかれたように感じていたりする面はないか？  

 

                          【討議ポイント２】 

 

                                                   
1 教材➊『生活全体を支援する介護』図７を参照  
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（３） M さんの生活歴や以前の言葉などから、私たちが印象としてもっ

ていた「M さんらしさ」を思い返してみました。 

 ① 昔、Ｍさんは、食料品・衣料品・日用雑貨などを売る商売をされ

ており、人とかかわることが嫌いというわけではないと思われた。 

 ② 娘さんからは「母はさみしがりやな人で」、「ターミナルになった

時、最期はみんなに囲まれながら見送ってほしい」と聞かされてい

た。 

 ③ デイ利用当初、M さんはみんなに囲まれながら、住んでいた場所

のこと、商売をしていた時のこと、夫が通訳をしていていろんな所

に連れて行ってもらったことなどを、嬉しそうに目を輝かせて、ハ

キハキと他の利用者さんの前で話されていた。 

④ 「Ｍさん」という人は、その人が居るだけで、その場が温かくな

るような雰囲気をもった人だった。 

⑤ デイに通いだしたころのほうが、

M さんらしさが発揮できていたの

ではないか？ そのころの「Ｍさん

らしさ」の背景には何があったのだ

ろうか。今は、M さんらしさを発揮

する条件が、すべて本当になくなっ

てしまったのだろうか？  

 

                          【討議ポイント３】 

 

 

■３ これまでのケアを見直し、かかわり方を変える取組み 

 

（１） M さんを「生活の主体者」と理解して支援を組み立てる試み。 

① 「できること」、M さんに「すべきこと」を再整理する 

  ② 「M さん自身が必要と考える支援（フェルトニーズ）」と「サー
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ビス提供サイドが必要と考える支援（ノーマティブニーズ）」につ

いて、それぞれを整理して考え直してみる。 

 

（２） 具体的な生活場面でのかかわり方についての工夫を行う。特に、

「生活リズム」ということを意識し、不眠など体調を考慮しながらも、

一人で生活していたころの起床時間帯に起床できるよう促してみる。 

 

（ケアの工夫として配慮したこと） 

① やさしく身体をゆすって目が覚めるのを手伝う  

② 太陽の光を入れたり、部屋の電気をつけて覚醒を促す 

 ③ 本人自らで起きあがりやすいように、ベッドの頭部をあげる  

④ 本人の確認、了解を得て、温かいタオルや冷たいタオルで顔を拭

く手伝いをする。  

⑤ 十分に覚醒するまで、声をかけたり、身体を摩る。Ｍさんの好き

な歌を傍で歌う。 

⑥ 体調管理の意味からも再度、主治医に受診・相談をしてもらい、

結果として栄養を補給するよう指示をうける  

 

（３） 何もできない「お客様」としてかかわっていくのではなく、日中、

一人の「生活者」として動けるときには動いてもらい、また他の利用

者と一緒にいる場合でも、職員が間に入って声をかけたり、話をつな

いだりして本人が居場所を見出せるよう支援する。 

 

（４） 意思確認のためのコミュニケーションのようなことではなく、会

話を重ねることや職員等との関係性のなかで安心感がもてるよう、

「ゆっくり・ゆったり」とした会話に努めるよう心がける。 

                        

                          【討議ポイント４】 

■４ 何が起こったのか？ ～介護全体を見直しての変化 
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（１）M さんに見られた生活の変化 

① 起床が 10 時前になり、1 日単位の生活リズムが整うようになっ

てくる。 

  ② １日の食事回数が２回だった状況から３食になる回数がふえる

とともに、主治医の指示による高カロリー食を補食に加えることで

体調が良くなってくる。 

③ 夕方などには意識がはっきりされている時間が多くなり、言葉数

も増えていく。また、動けることが多くなったことで入浴等に関し

ても介助量が減り、日によっては散歩などにも出かけられるように

なる。 

④ 以前していただいていた食器ふきやタオルたたみの手伝い、自力

で動き、部屋をかたづけようとする姿なども見られるようになって

くる。 

 

 

（２）介護職員としての反省と考察 

 

 

 

  

 

 

 

 

① 認知症高齢者は、自ら「生活リズム」を整えることができない。

認知症のみならず要介護高齢者の「生活支援」を考えていくうえで

は、利用者その人の「生活リズム」を構築していく支援が重要であ

るし、そのためには現在の生活状況のみならず、それまでの暮らし
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方や生活リズムといったことへも十分な関心を払う必要がある。 

② 介護サービスを提供する側の知識や配慮が不十分なために「寝か

せきり」にさせられてしまった要介護高齢者等も少なくないのでは

ないか。また、介護サービスを提供する側の知識や配慮不足は、利

用者の生活状況を不活性なものとし、結果的に利用者その人の「生

きる意欲」を奪うことにもなりかねないのではないか。 

 ③ M さんの場合もそうであったように、体調管理の側面に関しても、

介護の観点のみならず、時には医師等とも連携の上、必要な対処方

法を検討していくことが望まれる。利用者の体調管理という意味か

らは、要介護状態の進行によって自らの力だけでは十分に食事や栄

養が摂取できずに、結果的に体力の低下を来し、さらなる要介護状

態の悪化といった展開も時には起こりがちである。 

④ 認知症高齢者は、自分自身がもつ不安やストレス、あるいは恐怖

感などについて、適切な言語表現で行うことができない。そのため、

強い拒否の場合は、結果的に暴言や暴力といった形で表現されるこ

ととなったり、あるいはうつ傾向が強くなって机の上に伏したりし

ているような状況が続くことも考えられる。認知症介護に当たって

は、「治療」という側面のみならず、認知症高齢者の精神面での安定

という意味から、精神科医師との連携も必要となる場合も少なくな

いのではないだろうか。 

⑤ 「その人らしく」生きていただくためには、表面的なコミュニケ

ーションだけでお互いの関係性をつなぐのではなく、顔の表情や息

遣い、目の動き、しぐさなど非言語コミュニケーションを重視した

かかわりが大切である。また、そのためにはゆっくりと、しっかり

と関わり、簡単には諦めずに、その人の思いを感じとる努力を続け

ていく姿勢が求められる。 
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２ 討議ポイント 

 

 

■ 討議ポイント１ 

  介護サービスにおいていわれる、「その人らしさ」の支援という意味をどのように理解す

べきだと思いますか。また、M さんの「心理社会的側面からの利用者理解」等の情報をよ

く読んで、M さんという人はそもそもどのような感じの人だったと想像しますか。 

 

■ 討議ポイント２ 

この段階で、体力面や生活歴等から確認すべき事柄として、どのようなものが挙げられ

るでしょう？ 考えられることについて話し合ってみてください。 

 

■ 討議ポイント３ 

状態の悪かった当時のアセスメントシート等を参照し、何が M さんの生活の可能性を妨

げていたのかを考え、話し合ってみてください。 

 

■ 討議ポイント４ 

  「介護サービスの役割・機能」をどのように考えるべきかについて、『教材の基本的考え

方』や教材➊をよく読み、さらに事例展開のなかから気づいたことを挙げて、話し合ってみ

てください。 
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３ 解説 

 

■ １ 「過程（プロセス）」重視の介護サービス 

  

 利用者その人の「意欲」を引き出す支援のあり方とは、どのように考え

ていけばよいのでしょうか。その基本は、利用者本人の内側から湧き上がる

「力」を呼び起こすようなかかわりに努めることだと思われます。 

80 年、90 年という長い年月を過ごされてきた高齢者とは、若い介護職員

にあれこれと指示されるようなことがなくても、本来、自分自身の人生を意

欲的に生きてこられた方々です。そのため、高齢者の方が要介護状態になっ

て意欲的な生活を過ごせなくなっていく理由としては、心身の機能それぞれ

に何らかの課題が潜んでいるはずです。そして、その「課題解決」に向けて

原因を探り、必要な支援を行っていくのが、本来の介護福祉士の専門性でも

あります。 

このＭさんの事例についても、どのように考えればよいのでしょうか。Ｍ

さんはしだいに認知症も進み、身体的な機能も衰えていくなかで、徐々に活

動能力の低下を来たしていきました。ただ一般的に考えるのであれば、認知

症が進行して活動能力が低下したとか、高齢で衰えが進んだ、といった理解

も可能だったでしょう。現代のように保健医療・福祉サービスが進んでいな

い時代であったならば、このＭさんも次第に衰え、食事ものどを通らなくな

って「老衰」といったかたちで亡くなっていったのかもしれません。 

しかし、この事例提供者は「その人らしさ（Ｍさんらしさ）」という切り

口から、その支援のあり方を見直していきました。そこでまず注目したのは

睡眠時間が長くなっていくことについてでした。そのことに対して、まずは

「本当に好きで寝ているのだろうか？」と考え直してみました。これは、利

用者自身の「生活リズム」という視点からの発想の転換といえるでしょう。

結果的に、Ｍさん自身も起きている時間が増えるに従って生活が活性化して

いくなかで、職員との関係もさらに深まっていき、「その人らしさ（Ｍさん
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らしさ）」が回復していきました。 

なお、このＭさんの事例では結果的に良い方向での生活の変化が見られま

したが、高齢者への支援の場合、実は必ずしも良い結果が得られるばかりと

も限りません。こうした事例展開であっても、途中で脳梗塞等の病気を発症

するかもしれませんし、骨折等の事故に見舞われるかもしれません。対人支

援サービスにおいては、「こうすれば、必ずこうなる」とは限らないのです。

だからこそ、介護サービスにおいては「結果」の重視のみならず、かかわり

の「過程（プロセス）」を重視していくことが重要となってきます。そして、

なぜそうしたかかわりをしたのかを根拠をもって考え、説明していくために

「アセスメント」が必要とされているのです。 

 

 

■ 
２ 「要介護状態の軽減若しくは悪化」 

   －「生活支援としての介護」の力 

 

 介護保険法の基本的考え方として、介護サービスの提供は「要介護状態

又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」（法第２条第

２項）こととされています。これまで、「介護予防」に関する議論や政策と

いうものは熱心に取り組まれてきましたが、「要介護状態の軽減や悪化の防

止」ということに関してはどうでしょうか。このＭさんへの支援過程をみ

ていくと、「生活支援としての介護」の力を生かしていくことで、「要介護

状態の軽減や悪化の防止」といった視点を拡げていく可能性がみえてきま

す。 

 Ｍさんへの支援の場合も、ご家族からあった「母は寝るのが好きな人」

という言葉を表面的な形で理解し、寝ている時間が不自然に長くなってい

くことについても、当初は何ら対処もしていませんでした。その結果、生

活がさらに不活性となっていくばかりか、食事も量的には十分には摂取で

きなくなり、さらに「起きる」ことそのものが困難になっていくといった

展開過程を辿っていったようです。 
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「生活支援としての介護」を考えていくのであれば、利用者自らが「生

活リズム」を構築ができなかったり、「生活環境」を調整することができな

かったりすることから生じる「生活課題」にも関心を寄せることが大切と

なります。特に、認知症や寝たきり高齢者の支援に当たっては、利用者本

人に代わって的確に「生活リズム」を整え、「生活環境」を調整していくこ

とが介護福祉士に求められる専門性です（97 頁図６参照）。またその際、

医療や看護との連携や調整ということも重要となります。このＭさんの事

例展開でも、ただ介護者側の思いだけで突き進むのではなく、「体調管理」

の意味からも医療との連携に努めています。 

また、利用者その人の「生活歴」やその人本来の「性格」や人物像を知

っていくことも大切です。基本的に、人は生きてきたように老いるものだ

と言えますし、老いたり、要介護の状態になったりしたからといって、急

に「性格」や「好み」といったことが変わるわけではありません。そのよ

うな意味では、「障害」や「病気」といったことだけではなく、「その人」

そのものに興味・関心をもつ姿勢が求められるでしょう。 

いくら優れた介護サービスが提供されたからといって、年をとることや

要介護状態が進むことによる「障害」や「衰え」というものが劇的に変化

することはありません。生き物としての「人間」にとって、「老い」や「衰

え」による「障害」、さらには「死」というものも逃れることのできない現

実です。しかし、「老い」や「衰え」による「障害」があったからといって、

利用者その人の生活が無気力なものとなり、「寝たきり」のような生活を強

いられなければならないわけではありません。利用者その人の「生活支援」

の視点に立った専門的な介護サービスが提供されるのであれば、残された

能力や意欲を引き出し、「その人らしい」生活を支援していく可能性はまだ

まだ多くあると考えることができます。 
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Ⅱ   
認知症高齢者を「生活者」として

見ていく大切さを考える 
－理由のない「行動」はない、「行動」の理由を 

 探すのが専門職としての知識と経験 

 

 

 

認知症高齢者への支援のあり方を変えていくことで、利用者のもつ力やその

意欲を引き出す取り組みを考えていく余地はまだまだたくさんあります。これ

までの介護サービスにおける主流ともいえる考え方では、要介護状態にある認

知症高齢者を一方的に「生活弱者」と捉え、常に何かをしてもらわなければな

らない人たちと思い込んできた面があったのではないでしょうか。 

 しかし、認知症高齢者を一方的な生活弱者とみるのでなければ、自分なりに

身の回りに起こる生活課題に対処しようとするその言動のなかにこそ、自ら生

活を律しようとする積極的な意欲を見出すことができるのではないでしょうか。

自らの「生活課題」を自らで解決しようとの意思を示す人とは、まだまだ精神

的に意欲を持って暮らせる人だとの見方もできます。そして、その思いを形に

していく支援のなかにこそ、本来の介護サービスの「やりがい」が隠されてい

るのではないでしょうか。 

この事例に登場するＴさんの場合、「ぼける前に」やり残した自分なりの仕事

の残務整理をしなければならないと思われています。そして、自分なりに「良

かれ」と思う方法でそれに取り組むのですが、認知症のために「周囲の全体状

況」をうまく把握することができません。言い換えれば、行おうとする意図は

正しいのですが、やっていることが周囲に混乱をもたらしているという状態で

す。それゆえに、このＴさんのやっていることを全否定してしまえば、まるで

人格否定をされたかのようにＴさんは怒り出すでしょう。しかし、そうした場

合でも、Ｔさんの側には認知症があるために、そこでのトラブルは全面的に認

知症による行動・心理症状（ＢＰＳＤ）とされ、収容保護的に施設に行かされ
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たり、あるいは本人が納得しないままに向精神薬の投与といったことが行われ

たりにもなりがちです。 

さて、このＴさんの事例を読んでいくに当たっては、認知症高齢者の生活支

援を考えていくうえでの情報の捉え方やその整理の仕方ということに関して、

まずは興味を持っていただきたいと思います。結局のところ、「対人支援サービ

ス」とは「人と人」の関係性のなかに成り立っているのです。認知症を患うこ

とで、生活の全般に支障を来して戸惑う利用者の「思い」を理解し、そしてそ

の「思い」に寄り添った形でその支援を考えていくことなしには、本来、利用

者主体の生活支援は成り立ちません。 
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1 事例内容 

 

■１ Ｔさんのプロフィール                            

 

 T さんは 1923（大正 12）年生まれの男性です。6 歳で外地に一家

で移住し、22 歳で終戦となり帰国しました。母親とは 15 歳で、父親

とは 24 歳で死別し、 その後は長兄として兄弟姉妹の面倒を見ながら

親代わりを務めたそうです。29 歳で 7 歳年下の H さんと結婚し、一

男をもうけました。経済的には厳しい暮らしでしたが、「教育は大事」

との強い思いから一人息子を大学院まで出し、定年を迎えた後は奥様

と二人の静かな生活を送ってきました。  

2005（平成 17）年にアルツハイマー型認知症の診断を受けていま

す。両耳に強い難聴があり、会話をするときには大きな声で耳元に近

づいて話しかけないと聞こえません。ほかに心不全、緑内障も患って

いますが、今は服薬・点眼薬でコントロールしており、いずれも小康

状態を保っています。最近では足が弱り、数メートルの徒歩で疲れて

しまいます。「足が弱くなって、とんと歩けん」とこぼしています。 

現在は、市営のアパートで奥様と二人暮らしです。同市内に息子さ

ん夫婦がおり、息子さんとお嫁さんは時折 T さん宅を訪れ、食事を共

にしながら父親の様子を見るとともに、介護でストレスのたまりがち

な母親の話し相手にもなっています。２人の孫は大学生で遠くに暮ら

していますが、学校の長期休みには T さんを訪ねて学生生活の様子な

どを話しています。所帯は別ですが穏やかで仲の良い家族です。 

ADL は声かけ、見守りにてほぼ自立しています。認知症はあって

も、今のところは生活上大きく困ることはありません。難聴というこ

とを除けば、意思の疎通はほぼできます。 

町内会長なども頼まれて断りきれずに務めた時期もありましたが、

もともと自ら人付き合いを好むほうではなく、今は町内とのかかわり
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も少なくなっています。外出は週 1 回のデイサービスと月に 1～2 回

の通院、奥様にお供を頼まれての夫婦での買い物や、息子さん夫婦と

一緒に外食をする程度です。  

性格は穏やかな人柄です。他人との付き合いはよいほうではありま

せんが、家族に対する思いや愛情は大変深いものがあり、「家族が第一

です。何もなくても家族が一番」と言い、息子さん夫婦やお孫さんが訪ねて

くれることを何より喜んでいます。家族とのおしゃべりは楽しみな時

間ですが、難聴と記憶障害のため、会話がスムーズに運ばず 「何だか

よく解らんなあ」と困惑しているときもあります。  

几帳面で責任感も強く、プライドの高い方であり、自分が納得でき

ない事柄についてはかたくなで、譲らないところがあります。曲がっ

たこと、いいかげんなこと、だらしないこと、横柄なことは大嫌いだ

といい、自身もそういったことはしません。こちら側がうっかりそう

いう態度をとると、ちょっとムッとします。T さんに限ったことでは

ありませんが、指図、命令口調にも反感を表します。  

 ご自身に「自画像」について尋ねてみました。 

「自分をどういう人間だと思われますか？」 

「なんといっても頑固だね」、「融通がきかないほうです」、「他人に迎合しない」、

「責任感、これはあると思います」、「曲がったことは嫌いです」 

「がんばりやさんですね」 

「まあ、この時代の人間はみんなそうでしょうな」 

「家族思いでおやさしいですね」 

「そう思いますか。こりゃあ、ありがとう」とにっこりしました。 

 

一番大切なものを聞くと、必ず「家族」とすぐに返ってきます。 

Ｔさんはプライドの高い方です。こだわりとしては、 

「誰に対しても対等だという気持ちをもっています」、「社会的地位の高い人に

こびへつらって、そうじゃない人には偉そうに物を言うことはしなかったつもりです」、

「卑怯なことは大嫌い。自分もしない」 
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「他人の施しを受けたくない」とも言います。 

「たとえば、どんなことですか？」と尋ねると 

「生活は苦しかったが他人にお金を借りることはせず、身の丈にあった生活をし

てきました。これからもそうです」とのことでした。 

 

「息子には、『歩くときは、寒くても胸張って、前を見て歩きなさい』と言ってきた。

下向いて歩くと貧相でしょ、何だか。武士は喰わねど高楊枝ってね。他人はどうで

もいい、自分がやらないからやれないんだよ。他人をうらやんでもしょうがないんだ

から。言うのは簡単、やるのは大変。大変だけど、努力してきました。生活は本当

に厳しかったが、誰にも頼らず、借金もせず、まあここまでようやってきたと思っとる

よ。基本は家族。なんと言ってもそりゃあ家族が一番だから、こればっかりは」と、

語ってくれました。 

  

   「最近不安に思うことはありませんか？」 

 「ぼけてきたかなあ」、「歩けなくなってきたなあ」、「耳も最近聞こえなくなって

きた」と言います。  

    

ご本人は最近と言いますが、奥様は「耳が聞こえなくなってきたの

は 30 年来の話」だと言います。 

 

 「お母さん（Ｔさんの奥様のこと）がよくいなくなる」とも言います。けっして

いなくなるわけではないのですが、奥様が違う部屋に移り目の前から

いなくなると、すぐにあっちの部屋、こっちの部屋と探します。 

そうしたことに関係しているとも考えられますが、「いつも何か探しも

のをしているような気がする」ということも言います。 

 

また T さんは、危険物取扱責任者、ガス溶接、電気関係の資格など

をもっており、「火の扱いには慣れとる。あんたより慣れとるよ」と自慢気に
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言います。簿記経理もでき、そういう仕事もしていました。 

 

 

■２ 畳の上で火を焚いたＴさん    

 

ある日、居間の和室に座り、空き缶に紙切れを入れて仏壇のマッチ

で火をつけ燃やしかけていた T さんを奥様が発見しました。当然奥様

は大声を上げて、「何をしているの！何でそんなところで火を焚くの、

火事になったらどうするのよ！」と駆け寄って缶とマッチを取り上げ、

灰に水をかけ、事なきを得ました。奥様は、驚きと恐怖と不可解な思

いとで、T さんに「なんで畳の上なんかで火を焚いたの? 火事にな

るよ」と強く問い詰めました。すると T さんは、声を荒げてこう言い

ました。「何言っとるんだおまえは！火事になんかなるか。火は昔から使っとるし、

ちゃんと空き缶に入れて焚いとるじゃないか！！」。 

話にならないと思った奥様は、しばらく時間をおいて息子さんに電

話で状況を報告しました。連絡を受けた息子さんは早速お父様の元へ

行き、お母様と同様の質問を、ただしあまり感情的にならずに投げか

けました。しかし、残念ながらすでに T

さんの記憶はあいまいで、「わしは火なんか

焚いとらんよ」との返事でした。 

ところが、まったく同じ出来事が数日後、

畳の部屋で再び起こったのです。  

 

 

■３ 行動の裏にある理由    

 

他のことならともかく、畳の上で火を焚いて紙切れを燃やすという

尋常ではない行為が 2 度も起こり、奥様と息子さんは困り果てて、私

に相談を持ちかけてきました。 
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このとき、認定専門介護福祉士（認知症）研修を受けるまでの私で

あれば、火を和室で焚くという行動だけに目がいき、ご家族や他の介

護職員と同じように「困ったな、類焼でも起こしたら大変だから、在

宅ケアはもう無理かもしれないな」と浅く考えたと思います。 

しかし、研修を受けてからは考え方が大きく変わりました。この場

合、確かに火を焚いている場所は、私たちの常識からすれば、ずれて

います。しかし、「なぜ燃やされたのか」というところに焦点を合わ

せて考えることがまず必要だと思ったのです。 

そのため私は、状況を詳しく聞き取った後、Ｔさんがデイサービス

に出かけている日に家を訪ね、残しておいてもらった 「灰」 の中身

をご家族と一緒に確認しました。それを見ると、紙切れは一度手で細

かくちぎってから火をつけたように見えました。 

そこで私は、何やら訳のありそうなこの紙切れと、T さんの「性格」

や「こだわり」から「T さんの真のニーズ」に迫れないかと考えまし

た。そこで、息子さんを仲立ちとして、T さんの落ち着いている時を

見計らってじっくりと話を聴かせてもらうことにしました。ただし、

決して詰問調にならないように会話の持って行き方もいろいろと息

子さんと相談しておきました。 

以下はその時の T さんと息子さんの会話の抜粋です。  

 

息子さん：（Ｔさんに缶を見せて）「この缶の中の紙切れ、ちょっと

見てくれる？」 

Ｔ さ ん ：（しばらくのぞきこんで）「ああ、こりゃ、町内の古い資料だ。も

う必要ない」 

息子さん：「町内の資料？ もう要らないの？ 細かくちぎってある

みたいだけど」 

Ｔ さ ん ：「そりゃあ、お前、人様の名前も書いとるし、こんなもの用心

悪くてポイポイとは捨てられんだろう。細かくちぎって、見

られても判らんようにせんと」 
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息子さん：「なんだか焦げた様なにおいがしない？ これ」 

Ｔ さ ん ：「だからね、ちぎったんだけどあまり細かくならんからさ、見

られんようにするにはこりゃ灰にしてしまわなきゃならんな

あと思ったの」 

 

 

■４ 理由の裏にある本質 

 
ここまでで、T さんがなぜ畳の部屋で火を焚いたのか、その行動の

裏にある理由は概ねわかってきました。 

Ｔさんは「ぼける前に大事な書類を処分せんといかん」とよく言います。

T さんはとても几帳面で人望もあったので、元気な頃は町内会長を（普

通は１年で交代するところを）頼まれて何年もしていました。そのた

め、T さんの手元には、保存期間を過ぎて処分してもかまわない、町

内会の名前や住所や会計が記載されている重要な書類が残っていま

す。それを時々思い出しては、ぼける前に町内会の重要書類をなんと

か処分しなければいけないと考えていたようです。実際にはすでに認

知症は始まっていますが、ご自分では「ぼける前に」と思っているので

す。 

几帳面で責任感の強い T さんですから、市販のゴミ袋でゴミに出す

ことは考えられません。だれの目に触れるかわからないし、悪用され

るかもしれないので、ほかのゴミといっしょに捨てるという発想はな

いそうです。 

 それでどうしたかというと、手で細かく破りました。でも、もう指

にも力があまり入らないし、まだ判読できる状態で書類が残ってしま

いました。そこで、危険物の取り扱いやガス溶接の免許を持っている

Ｔさんは「灰にしてしまおう。燃やして灰にするのが一番安全」と考えたよう

です。 

でも焼却場に持っていく脚力はないし、アパート住まいのため、空
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き地で燃やすこともできず、家の中の自分がいる和室の部屋で、缶詰

の空き缶に破いた書類を入れて、火を焚いたということです。すると、

奥様が振り向いて、びっくり仰天して、「何やってるの！」とかけよ

って、缶を取り上げ「火事になったらどうするの！」と大喧嘩になっ

てしまったそうです。 

人様の名前が出ているようなものは、だれが見るかもわからないゴ

ミとしては捨てられない。だったら細かくちぎろう。でもちぎりきれ

ない。それなら得意の火を使って灰にしてしまうのが一番安全に違い

ない。そうした、Ｔさんなりの理由が明らかになると、筋道はきちん

とつながっており、何もおかしいところはありません。唯一、問題と

なる点があるとしたら、それは『燃やしている場所』であったという

ことです。きちっと判断できる時代の T さんであったら、絶対に部屋

では燃やしたりしなかったはずです。 

 もし私たちが困ったな、問題になるかもしれないな、と思わなけれ

ばいけないとすればその部分だけです。ご本人なりの「根拠」や「秩

序」を考えもせず、軽々しく問題行動などというレッテルをはっては

いけない、そう思いました。 

 

 

■５ 代案の提示 

 

Ｔさんが決してやみくもに火をつけたわけではないことはわかり

ましたが、やはり危ない行為であることには違いないので、ご家族も

悩みました。ただ単にマッチを隠したり空き缶を取り上げたりしても、

絶対に納得してもらえません。実際に空き缶を片づけてみたこともあ

りますが、「わしは火の取扱いに慣れている」、「火事など起こすわけがな

い」という自覚のＴさんですから、いくら片づけても探し出してきた

り、また違う空き缶を見つけてきたりします。そのため、私は奥様や

息子さんともう一度話し合いをしました。すると、その時に息子さん
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が、「そういえば我が家に裁断機がある」と

発言しました。そこで、これを T さんに代

案として提案してもらうことにしました。

以下がその折のご家族の会話の抜粋です。 

 

息子さん：（缶の中の燃えきっていない書類を見せて）「これ、燃え

きってないけど大丈夫？」 

T さ ん ：「ああ、これじゃあ駄目だ。完全に読めなくしないと。こんな

中途半端じゃいかん、困ったねえ」 

息子さん：（裁断機の事を詳しく説明して）「書類を預かって帰って、

家で糸くずみたいに細かく裁断してこようか？」 

T さ ん ：「糸くず？ そんなことできるの？ へえ、そりゃいいなあ。

じゃあ頼もうか」 

奥 様 ：「それならこれからは苦労して燃やさなくて済むわね。安

心だし、書類もすっきり片付くね」 

T さ ん ：「本当だ。助かるよ」 

 

 後日、息子さんは裁断後の実物を T さんに見せています。何事にも

自分で納得して暮らしてきた T さんだからです。 

「こりゃあいいね。こんなものが今はあるのか」

と、裁断機の威力に驚きましたが、使い方

はわからない様子だったので、不要書類を

息子さんに託し、息子さんが目の前で処分

する、あるいは、息子さんが書類を持ち帰

って家で処分してそれを伝えるという方法で納得してもらうことに

なりました。   

                        

その結果、現在のところは「マッチ擦りの老人」に戻ることも、大

きな問題もなく済んでいます。 
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 しかし、今の私は、このように代案を提供して納得してもらえれば

それで一件落着というわけではないと思っています。ご本人の本当の

納得につながっているのかどうかよくわからないところもあります。

したがって、状況が変わったら、またご本人の思いをよく聴いてその

都度考えなければいけないと思っています。私たちの思考の枠組みの

なかで事の結論を勝手に出すようなことは慎まなければいけないと

考えています。 

 

 

■６ Ｔさんのその後 

 

現在のＴさんは、几帳面という性格はやはり変

わっていません。連絡帳と書いたメモを壁に貼っ

て、何時に、どこで、誰と、何を、どうする、と

自分で書いています。                                      

 これは、少し記憶力の低下が進んできていて、

大事な約束事を忘れることが続き、奥様からちょ

っと責められることがあったようで、迷惑をかけないようにと、貼る

ようになったということです。 

「よいものを貼られましたね」と私が言うと、何を書いて何を貼っ

たのかを忘れて、「これはわしが貼ったの？」と聞いていました。しかし、

連絡帳というメモを壁に貼ったその時は、きっと約束事を忘れたこと

をものすごく深く悔いており、思わず筆を持って書いたのだろうなと

いう気がしました。 

 

 Ｔさんは、「聞かされないのと、聞いて忘れるのとは違いますからね」と言い

ました。 

「『言ったでしょう』と妻やみんなが言うのだけれど、わしは聞いとらん。聞いとら

んと思うわけです」、「忘れるんじゃなくて、聞いてないと思うんだよ。忘れるのであ
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ればわしのミスかもしれないが、もともと聞いてないと思うから、防ぎようがないん

だ」と言います。 

 

最近Ｔさんは、デイサービスの漢字クイズで永久名人という級をも

らいました。私たちに得意そうに、そのデイサービスでやった漢字ク

イズのプリントを見せてくれます。ある時、私が見せてもらったのは、

金偏の漢字にふりがなを打つというものでした。「釦（ぼたん）」とい

う漢字など私にはわからないものもあったのですが、Ｔさんは全問正

解していました。 

実は、このデイサービスは３か所目です。 

Ｔさんには３か所目の今のデイサービスが最もしっくりくるよう

で、これまでのように休むこともなく、上記のように得意分野では拍

手ももらいながら通っています。 

また、Ｔさんは物をとても大事にします。使い込まれ、使い込まれ

それでもまだ捨てられずに大切に並べられているものがずいぶんと

あります。買わずに今あるもので、工夫して暮らすことをよしとして

います。 

                         

私たちが見ると、ごちゃごちゃしているような洗面所でも、Ｔさん

なりに使い勝手がいいように工夫されています。例えば、市営のアパ

ートで大改造することはできないので、小さな扇風機を排水パイプに

くくりつけて、洗面所の暑さ対策に使っています。Ｔさんご自身は寒

がりなので扇風機は使いません。それなのにこうして取りつけたとい

うことは、ひょっとすると暑がり屋の奥様のためなのかなと私は考え

たりしています。 

                     

行動の裏には理由があり、理由にはこだわりがあります。社団法人

日本介護福祉士会倫理綱領（1995 年 11 月 17 日宣言)の第 5 項にある

ように、「暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受けとめ、
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それを代弁していくこと」は、私たち介護福祉士が専門性を持って認

知症を患う利用者の生活支援にあたるとき、最も重要な行動規範にな

ると思います。 

しかし、今日現在の私は、T さんのいちいちすべてのことに行動の

裏の理由と理由の裏のこだわりとを探していくことはしていません。

例えば、引き出しを開けては閉め、閉めては開ける、爪切りをあっち

からこっちにやる、というような、何をされているのかわからない行

動について、その意味するところを見つける必要もないだろうと思っ

ています。なぜかというと「それで取り立てて生活に支障がない」か

らです。私自身に置き換えて考えてみても、自分の言動をいちいち細

かく評価されたらたまったものではないと思うからです。 

 
言葉はよくないですが、放っておけばいいことはそのままにして、

本人が困ったり、奥様が悩んだりするようなことについて、時には共

に困り、悩み、けれど本人の心の事実に寄り添いながら支持し、支え

ていくことをあきらめない、そんな介護者でありたいと思います。 
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２ 討議ポイント 

 

 

■ 討議ポイント１ 

  「心理社会的側面からの利用者理解」に書かれた情報から見て、そもそも T さんと

はどのような人物であると想像しますか。「利用者」や「要介護高齢者」といった発想

の枠組みからではなく、その「人物像」について話し合ってみてください。 

 

■ 討議ポイント２ 

 「畳の上で火を焚いてしまった T さん」に対する支援のあり方について、事例を読んで

どのように感じたのかを話し合ってみてください。また、もし自分がこうした認知症高齢

者を抱える家族から同じような相談を受けたとしたならば、どのような判断、もしくはど

のようなアドバイスができたと想像しますか。判断の根拠やアドバイスの理由と併せて話

し合ってみてください。 

 

■ 討議ポイント３ 

（受講生には「生活全般の解決すべき課題」の記述をふせたうえで） 

  現在、T さんは日常生活のなかで何に困っていると考えられるのかを話し合ってみて

ください。また、そのうち「解決可能なもの」と「解決が不可能なもの」に根拠を示したう

えで分け、その「解決可能なもの」に関しては、どのような形で提供若しくは提示してい

けば T さんが納得すると思われるのかを話し合ってみてください。 

 

■ 討議ポイント４ 

 今後、認知症や老化の進行によって T さんに生じてくるであろう「生活課題」としてど

のようなものが考えられるのかについて、根拠を示して話し合ってみてください。そのうえ

で、今後 T さんやご家族にとってどのような支援のあり方が最良であるとアドバイスでき

るかについて、話し合ってみてください。 
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■ 討議ポイント５ 

 事例展開のなかで、報告者は T さんから話を聴かせてもらうなかで「詰問調にならな

いよう」配慮したと書いています。この T さんが起こしたことについて、それを「詰問調」で

事実を問い直す話し方、「詰問調にはならないよう配慮」して事実を確認していく話し

方の意味するところの違いについて話し合ってみてください。そのうえで、介護サービス

の利用者（特に認知症高齢者）とのコミュニケーションにおいては、どのような点に、なぜ

配慮が必要なのかを根拠を示して話し合ってみてください。 
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３ 解説 

 

 

■ １ 行動には「理由」あり、理由には「こだわり」あり 

 

認知症介護における「行動には理由あり、理由にはこだわりあり」といっ

た利用者の持つ感覚については、特に在宅ケアや小規模ケアに従事してきて

いる介護福祉士の方にはわかりやすいものではないでしょうか。言い換えれ

ば、大規模施設等において利用者の生活を、業務の中で細切れにしか見るこ

とのできないような介護福祉士の人たちには、もしかするとわかりづらい感

覚かもしれません。つまり、それは「生活」を中心に介護サービスを提供し

ているのか、「介護行為」を中心に据えて介護サービスを提供している（図 1）

のかによる理解の違いかもしれません。 

とはいえ、在宅ケアや小規模ケアにおいても、「生活」を中心とした支援と

なっていなければ、同様のことを指摘することができるでしょう。本来、利

用者その人にとっては「生活」そのものが大切なのであり、「介護」はそれを

支える「手段」なのです。これを逆転するような発想であっては、「生活支援」

の介護サービスは成り立ちません。 

 さて、この事例のＴさんについても、周囲からも見れば時につじつまの合

わない行為をすることもありますが、「生活者」としてみていくのであれば、

そうした行為も含めてＴさんの「生活」の一環だと理解できるのではないで

しょうか。事例の記述の中から伺われるのは、Ｔさん本人は老いのなかでの

生活をそれなりに楽しみつつ、本人なりに頑張って生活を組み立てられてい

る姿です。 

本人にとっての「老い」や「衰え」は決して間違った状態ではありません

し、周囲の者が矯正すべきものでもありません。その人にとって、その人な

りの自然な「老い」の生活を送ることこそ、「幸せ」といえるのではないでし

ょうか。つまり、一見すると「問題行動」といえるようなことを起こす認知
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症高齢者に対しても、ただ一方的に「生活弱者」として保護的な支援を考え

ていくようなことであってはなりません。利用者その人に残された「意欲」

や「能力」を見出し、それを形にしてこそ介護福祉士としての専門性が発揮

されていきます。 

そのため、ただ「今の姿」だけを捉えて利用者その人を理解していこうと

するには無理があります。介護サービスを必要とする利用者その人の「生き

てきた姿」と「これから生きていく姿」といった《人生の時間軸》を見据え

た視点を構築していくことこそが、専門職としての介護福祉士には求められ

ています。 

 

図１ 

 

※ 教材➊「生活全体を支援する介護」の（図 2）及び（図 7）も参考にしてください。 
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■ 
２ 失われるもの、保たれるもの 

   －「誇り」をもって暮らし続けていくために 

 

 認知症になったからといって、その方は生活行為のすべてに支障を来すわ

けでも、すべての記憶力が一律に失われていくわけでもありません。また、

認知症高齢者の精神機能は必ずしも全てが衰えるわけでもありません。確か

に、新しいことを記憶する能力や抽象的な思考能力は顕著に衰えますが、感

情的な面についての感受性や表現力は比較的保持されやすい能力です。具体

的には、うれしい、悲しい、寂しい、辛い、あるいは怒りといった感情の機

能です。さらに、人に対する「好き嫌い」の感覚も、先の感情面から理解す

ることができるでしょう。 

こうした認知症高齢者が比較的保持している『感情的な機能』面を十分に

理解しているかどうかは、認知症介護を考えていく上での重要なポイントの

一つになります。認知症高齢者は、相手が発した言葉の意味や内容は十分に

理解できない場合でも、相手が自分を尊重しているのか、あるいは軽く見て

いるのかといったことについては十分に理解していると思われます。 

 認知症高齢者と上手に付き合っていくには、できることや失っていない能

力を見出し、自分でやれることはできる限り自分で行ってもらい、失った能

力についてはさりげなく補っていく姿勢が、その方の日常生活の中での自信

につながってきます。また、それが身体を動かすような生活動作であれば、

そのこと自体が生活の中でのリハビリにもつながります。反対に、「認知症

＝何もできない人」という理解で介護者が接していく態度は、認知症の方の

自信喪失にもつながります。さらに、何もすることがなく、何の役割もなく

ボッーと 1 日を過ごしていくことは、認知症の進行や身体機能の低下をさら

に進めることにもつながりかねないのです。こうした支援の姿勢の重要性は、

このＴさんの事例の中からも読みとることができるのではないでしょうか。 

 また、この事例提供者の文章の中に、「今日現在の私は、Ｔさんのいちい

ちすべてのことに行動の裏の理由と理由の裏のこだわりとを探していくこ

とはしていません」と書かれています。私たち介護サービスに従事する側は、
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時に利用者の不可解な行動のすべてについて、何か理由を探し出そうとした

り、あるいはその原因を認知症のせいにしてしまったりといった態度を取り

がちになります。しかし、ここで事例提供者も書いているように、「取り立

てて生活に支障がない」ことに関しては、それを一つひとつ評価していく必

要はないでしょう。「無くて七癖」という言葉もあるように、人には特に意

味のない癖のようなものもあります。子供に躾をしているわけではないので、

管理的な態度や指導的な言動が利用者の自尊心を傷つけ、その関係性を悪く

するような事態にもなりがちとなります。 

 要介護高齢者への支援といっても、その基本は「人と人との関係性」の中

にあります。言い換えれば、日常生活の中での様々な不便や不自由を抱える

要介護高齢者が、自ら望み、また必要とする支援課題について、それを的確

に見出し、さりげなく自然に提供できる関係性を築けることが「生活全体を

支える介護」の専門性と言えるのではないでしょうか。 

  

 


