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緒　言

　わが国は超高齢社会であり，65歳以上の高齢者に占め

る認知症者の割合は2020年に631万人（有病率18％），

2025年には730万人（有病率20.6％）に達すると推計さ

れている１）．

　厚生労働省は，2019年に認知症施策推進大網２）を示

し「普及啓発・本人発信支援」「予防」「医療・ケア・介

護サービス・介護者への支援」等の５つの柱に沿った認

知症及び軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment；

以下，MCI）の人や家族にやさしい地域づくりの体制整

備を進めている．このため認知症及びMCI者と家族介護

者への支援を並行して行っていくことが重点課題となっ

ている．

　先行研究では，Gitlinら３）が，個別活動プログラム

（Tailored Activity Program）を用い，アクティビティ

を通した訪問支援により認知症者の認知症の行動・心理

症 状（Behavioral and Psychological Symptoms of 

Dementia；以下，BPSD）の軽減と介護負担の改善を報

告した．また，Graffら４）は，訪問作業療法において，

認知症者の日常生活活動（Activities of Daily Living；

以下，ADL）に対する介入を行い，家族介護者につい

ては効果的な見守りや対処法のトレーニングを実施し

た．結果，介入群は対照群に比して認知症者のADL能

力の改善と家族介護者の介護負担感が軽減したことを報

告している．このように海外では認知症者に対するリハ

ビリテーション介入の効果が先行研究により多数示され

ているが，わが国のリハビリテーションは病院や施設で

の実践例が多く，地域で暮らす公的サービスを利用して

いないMCI者支援の実践例が非常に少ない５）．

　一方，近年，作業療法では，作業選択意思決定支援ソ

フト（Aid for Decision-making in Occupation Choice；

以下，ADOC）６）を用いた研究が散見されるようになり，

家族介護者への介入による作業選択意思決定
支援ソフト（ADOC）を用いた軽度認知障害者の
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決定支援ソフト（以下，ADOC）を用いた在宅生活支援について報告することである．家族介護者に定期的な面談を行い，

ADOCを用いてMCI者の認知症の行動・心理症状やADL等の対処法等のアドバイスを行った．結果，MCI者はADOCに

よって趣味活動として「将棋」を再開することができ生活機能の改善が，家族介護者は介護負担感，精神健康度，介護

肯定感の改善が認められた．今後，作業療法士等の専門職による間接的な介入の機会が増加することが予想される．そ

のため本報告の経過及び結果は，MCI者を在宅介護する家族に対する一支援例になると考える．
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認知症者が積極的に意思決定に参加することによる効果

的な協働促進が報告されている７）．

　今回，某グループホームが地域住民を対象として主催

した認知症カフェに参加中の家族介護者及びMCI者を対

象にADOCを用いた在宅生活支援を実施した．結果，

MCI者の生活機能の改善，家族介護者の介護負担感等の

肯定的な変化が認められたため以下に報告する．

　なお，対象者に対し本報告の目的・方法・倫理的配慮

等について，書面を用いて説明し同意を得た．その後，

いつでも同意を取り消す権利があること，同意を取り消

しても不利益がないこと，同意取り消し後のデータは，

報告責任者が確実に破棄することなどを説明した．

認知症カフェ

　作業療法士（以下，OT）は，某グループホームから

の依頼を受け，月１回の認知症カフェに参画した．認知

症カフェの内容は，①ミニ講義，②介護者同士の座談会

であった． 

事例紹介

１．事例情報

　A氏，70歳代前半の男性，診断名はMCIである．性格

は元来，頑固，怒りっぽい気性であり，趣味は魚釣り，

将棋とのことであった．

　キーパーソンである妻（70歳代前半）との二人暮らし

であり，一人息子は遠方に居住しているため直接的な介

護支援は難しい． 

　生活歴については，X−３年，A氏は魚釣りや畑仕事

を行い，退職後の生活を楽しんでいた．70歳を過ぎた頃

から体力が衰え，外出の機会が徐々に減っていった．ま

た，時折友人が訪れ将棋を指していたがその機会も徐々

に少なくなっていった．

　X−２年，魚釣りや畑仕事はやめてしまい，外出は昼

間に営業しているカラオケスナックや通院に出かける程

度であった．また，自宅でテレビを見ながら酒を飲む頻

度が徐々に増え昼夜逆転の生活となった．

　X−１年，同じことを何度も尋ねるようになり，易怒

性が高まったため，近医を受診したところMCIの診断を

受けた．また，同時期に介護保険の申請を行い要介護２

の判定を受けた．

　今回，認知症カフェ終了後にA氏の妻より個別に相談

を受けた．そのため，グループホーム施設長の許可を得

て，A氏の妻と月１−２回，約60分の個別面談を実施す

ることとなった．なお，A氏の妻は，某グループホーム

に勤務するスタッフでもあり，週３日看護師として働い

ている．

初期評価

１．A氏の評価

　A氏に対しては，Mini-Mental State Examination（以

下，MMSE），Dementia Behavior Disturbance Scale 

13項目版（以下，DBD），Functional Independence 

Measure（以下，FIM）に加え，大切な作業に関する情

報を共有するためADOCを用いて評価を実施した．な

お，MMSE，ADOCはOTによる実施をA氏が拒否した

ため，事前にADOCの使用法や留意点の指導を行ったう

えで，看護師であるA氏の妻に実施してもらった．

DBD，FIMはA氏の妻から状況を聞き取り評価した．

　MMSEは24/30点であり遅延再生，計算，短期記憶課

題に失点が認められた．DBDは18/52点であり「同じこ

とを何度も何度も聞く」「よく物をなくす」「夜中に起き

出す」「人に言いがかりをつける」「昼間寝てばかりいる」

「口汚くののしる」等の項の得点が高かった．FIMは

89/126点（運動項目71点，認知項目18点）であり，移動

能力低下，夜間失禁，コミュニケーション，社会的認知

等の項の得点が低かった．

　ADOCは，95項目のADL，趣味活動等のイラストの

中から，クライエントとって意味ある作業を選択・共有

しながら目的設定を行うツールである．重要度（「とて

も重要である」から「重要でない」の４段階評価）と満

足度（「とても満足している：５点」から「全く満足し

ていない：１点」の５段階評価）を測定する．

　ADOCでは重要度の高い順に「健康管理」「屋外の移

動」「将棋」「排泄」「釣り」が挙げられた．また，満足

度はすべて１点（全く満足していない）であった．

２．A氏の妻の評価

　A氏の妻に対しては，介護負担感検査としてZarit介護

負担感尺度短縮版（以下，J-ZBI）８），精神健康度検査

として日本語版GHQ精神健康調査票（以下，GHQ）９），

抑うつ検査としてGeriatric Depression Scale（以下，

GDS）10），介護肯定感検査として介護肯定感尺度11）を

用いて評価した．

　J-ZBIは60/88点であり「介護を受けている方は，必要

以上に世話を求めてくると思いますか」「介護のほかに，

家事や仕事などもこなしていかなければならず「ストレ

スだな」と思うことがありますか」等の項の得点が高か

った．GHQは4/12点であり「心配ごとがあって，よく

眠れない」「いつもよりストレスを感じた」等の項の得

点が高かった．GDSは2/15点であり「あなたに，何か悪

いことが起ころうとしているのではないかと，心配です

か」の問いに「はい」，「あなたは元気一杯ですか」の問

いに「いいえ」と回答した．介護肯定感尺度は17/48点

であり，「介護のおかげで人間として成長したと思いま

すか」「介護をすることで学ぶことがたくさんあると思
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いますか」等の項の得点が高かった．

　面談では，認知機能の低下とともに元来の頑固で怒り

っぽい状態が強くなっていることが語られた．一方，A

氏は機嫌の良い時には依存傾向が強く，妻の旅行等の宿

泊を制限したり仕事をやめるように促したりするとのこ

とであった．妻の現在の困りごとは，何度も同じことを

尋ねること，妻が外出しようとすると不機嫌になること，

暇なので昼夜を問わず酒を飲むこと，夜間の失禁の後始

末をしなければならないこと等であった．

ADOCを用いた目標設定と

在宅生活支援

　ADOCを実施し重要度の高い作業として選択された

ものは，肝機能障害，糖尿病等の持病があることに対す

る「健康管理」と歩行が不安定であることに対する「屋

外の移動」であった．持病はかかりつけ医の診察を受け

ておりコントロールできていた．また，移動は杖歩行で

あるが屋外も自立していた．「釣り」は以前からの趣味

であった船釣りに興味を示したが移動能力の低下から

「船に乗ることが怖い」と語った．そのため「将棋」「排

泄」を中心に支援することとした．

　妻の介護負担感が高かったため，介護保険サービス等

の利用も検討したが，A氏が拒否したため導入すること

ができなかった．そのため，当面は認知症カフェや個別

面談を通して，A氏の妻を支援し在宅生活の困りごとに

ついて介入方法のアドバイスを行うこととした．なお，

A氏への直接的な介入は，妻が行った． 

経　過

１．１期目（Ｘ年Ｙヶ月～Ｙ＋２ヶ月）

　A氏は昼夜を問わず酒とつまみを飲み食いする生活で

あり，昼夜逆転傾向であった．入れ歯のため硬いものが

食べられず外出（外食等）の機会も減ったため，体重は

１年前に比べ10kgほど減り体力も低下していた．

　ADOCにて「将棋」に焦点が当てられたものの「痩せ

た自分を友人に見られたくない」という思いがあり，対

戦相手が見つからない状態であった．

　妻との面談時に，A氏が妻に「ゲームで運動ができな

いか」と話したとの情報を得た．そのため「将棋」のゲ

ームソフトを購入してはどうかと妻にアドバイスした．

その後妻はA氏にパソコンで「将棋」を指すことを勧め

たところ好反応であったため，早速息子に連絡しゲーム

ソフトの購入を依頼した．

　購入後，日中はパソコンで「将棋」を指すようになり，

昼夜逆転は改善傾向を示した．

２．２期目（Ｙ＋３ヶ月～Ｙ＋４ヶ月）

　「将棋」のゲームソフトは，難易度のレベルが100パタ

ーンあり，レベル50までは順当に勝ち進んだ．レベル50

を超えた頃から勝てなくなり，A氏が思考能力の低下を

嘆いていたとのことであった．また，妻は勝てないこと

でやめてしまうのではないかと心配していたが，A氏が

「負けることが悔しい」と語ったため安堵したと話した．

　その後妻は息子に詰将棋のゲームソフト，将棋盤とコ

マの購入を依頼した．また，A氏は自ら図書館へ出向き

将棋の戦法に関する書籍を借り，レベルが上がるように

戦略を立てるようになったと妻は話した．車で外出する

機会が増えたため飲酒量が減り，徐々に生活のリズムを

取り戻した．妻は「将棋」のおかげで随分介護の負担が

減ったと話した．

　一方，「排泄」に関しては，昼夜逆転傾向が改善され

たため夜間の失禁は以前より減少した．しかしながら失

禁する日もあり，その日はA氏もかなり落ち込むと妻は

話した．そのため妻に対してリハビリパンツの利用をア

ドバイスしたが，A氏は恐らくオムツという認識に至り，

その着用を拒否するだろうと妻は話した．

　妻と検討した結果，リハビリパンツの実物を見せなが

ら昔ながらのオムツではないこと，昔よりも履き心地が

良くなったことをA氏に確認してもらうこととした．A

氏は当初不機嫌な態度を示したが，妻が「これを履いて

くれればお互い楽になる」と諭し，同意を取り付けた．

これ以後，失禁した日にはA氏自身がリハビリパンツを

処分するようになり，妻が布団を洗うこと，A氏が失禁

することで落ち込むこともなくなった．

最終評価（Ｘ年Ｙ＋４ヶ月）

１．A氏の評価

　介入前後の各評価結果の比較を表１に示す．MMSE

は計算，短期記憶課題の改善が認められ，28/30点とな

った．DBDは「夜中に起き出す」「人に言いがかりをつ

ける」「昼間寝てばかりいる」「口汚くののしる」等の改

善が認められ，13/52点となった． FIMは移動能力，夜

間失禁，コミュニケーション，社会的認知項目の改善が

認められ105/126点（運動項目79点，認知項目26点）と

なった．

　介入前後のADOCの変化を表２に示す．ADOCを再評

価した結果，重要度は高い順に「将棋」「健康管理」「屋

外の移動」，新たに「パソコンの使用」「外食」が挙げら

れた．満足度は「将棋」４点「健康管理」「屋外の移動」

「パソコンの使用」「外食」は各３点であった．また，初

期評価時に挙げられた「排泄」「釣り」の満足度は，そ

れぞれ５点，１点となった． 

２．A氏の妻の評価

　J-ZBIは「介護を受けている方は，必要以上に世話を

求めてくると思いますか」「介護のほかに，家事や仕事
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などもこなしていかなければならず「ストレスだな」と

思うことがありますか」等の項の改善が認められ，

43/88点となった．GHQは「一般的にみてしあわせとい

つもより感じた」等の項の改善が認められ，3/12点とな

った．GDSは2/15点であり，初期評価時に比して変化は

認められなかった．介護肯定感尺度は「介護をすること

によって満足感があると思いますか」「介護をすること

は自分の生きがいになっていると思いますか」等の項の

改善が認められ，31/48点となった．

　面談では「まさか図書館に本を借りに行くとは思わな

かった」「失禁の処理がなくなったため介護が楽になっ

た」「この生活が続けられれば何とかやっていける」と，

「将棋」をするようになり生活が一変し，生活のリズム

を取り戻したことが語られた．

考　察

　家族介護者及びMCI者を対象にADOCを用いた在宅

生活支援を行った．ADOCを用いた結果，趣味活動とし

て「将棋」を再開することができ，介入後，MCI者の認

知機能，BPSD，ADLの改善が認められた．

　近年，介護・認知症予防においても活動・参加のレベ

ルの向上が求められている12）．しかしながら，虚弱高齢

者にとって趣味等の活動を新たに獲得することは，再開

も含めて非常に難しい課題である．今回の結果は，A氏

のようなMCI者においても，ADOCを利用することで自

発的な活動選択とその実施を促進させる可能性を示すも

のである．

　次にその認知症予防の介入に関しては，すでに認知機

能13），身体機能14），主観的健康感15）等の改善効果が報告

されている．特に虚弱高齢者の認知症予防プログラムに

は，その継続性を考慮して楽しみながら実施可能な余暇

活動を取り入れることが多い．余暇活動は，知的要素（ゲ

ーム，囲碁，演劇鑑賞等），身体的要素（スポーツ，散歩，

エアロビクス等），社会的要素（友達に会う，ボランテ

ィア活動，旅行等）に分類され，アルツハイマー型認知

症の抑制効果がすでに報告されている16）．本報告におけ

る「将棋」は，知的要素の高い余暇活動であり，A氏の

認知機能の改善は「将棋」を実施した効果であると考え

る．

　一方，A氏の妻に関しては，介入後に介護負担感，精

神健康度，介護肯定感の改善が認められ，面談では「ま

さか図書館に本を借りに行くとは思わなかった」「失禁

の処理がなくなったため介護が楽になった」と語った．

松本ら17）は，認知症に伴う精神症状は，介護者に苦痛

をもたらし在宅介護を破綻させる大きな要因であると述

べている．このことから妻の介護負担感等の改善には，

A氏のBPSDの改善が影響を与えたと考えられる．

　また，菅沼ら18）は，認知症病棟入院患者の自宅復帰

に影響する要因のひとつとして，家族の介護肯定感の高

さを挙げている．つまり，本事例のように，対象者だけ

ではなく家族の介護負担感や介護肯定感を維持・改善さ

せることは，在宅破綻や入院後の転機に影響を与えると

考えられる．このため介護者に対するアドバイスに際し

ては，介護者のBPSD対応力の改善を図るとともに，肯

定的認識へのアプローチも並行して実施する必要があ

る．

　最後にMCI者の生活習慣について触れる．介入前のA

氏の生活は，認知機能低下と不活発により昼夜逆転等の

生活リズムの乱れを引き起こし，BPSD悪化，ADL低下

等の悪循環が発生していたと推察する．また，「痩せた

自分を友人に見られたくない」という思いは，自宅での

引きこもりを常態化させたと考える．Manlyら19）は，

MCIと診断された後に知的改善を示す確率（リバート率）

は14 〜 44％であると報告しており，できる限り早期の

介入を求めている．また，Vidovichら20）は，65歳以上

のMCI者160名 を 対 象 に ５ 週 間 の 認 知 活 動 訓 練

（cognitive activity strategy-training program）を実施

した結果，認知活動訓練群は対照群に比して注意機能と

生活の質が高かったと報告している．このように一旦

MCIと診断されたとしても改善の余地がまだ残されてお

り，A氏のように余暇活動がきっかけとなり，生活習慣

の悪循環が好循環へ転換する可能性もある．

　妻は介入当初において「何をしてもダメだと思う」と

悲観的な言動が多かったが，最終的には「この生活が続

表１　介入前後の各測定値の比較 表２　介入前後のADOCの変化

初期評価 最終評価

MCI者
　MMSE（点）
　DBD（点）
　FIM（点）

24/30
18/52
89/126

28/30
13/52

105/126

家族介護者
　J-ZBI（点）
　GHQ（点）
　GDS（点）
　介護肯定感尺度（点）

60/88
4/12
2/15
17/48

43/88
3/12
2/15
31/48

初期評価 最終評価

重要度 満足度 重要度 満足度

1 
2 
3 
4 
5 

健康管理
屋外の移動
将棋
排泄
釣り

1 
1 
1 
1 
1 

将棋
健康管理
屋外の移動
パソコンの使用
外食

4 
3 
3 
3 
3 
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けられれば何とかやっていける」と語り，その改善を実

感した．そのため生活習慣の悪循環を断ち切るための

MCI者や家族への支援には，専門職による介入が必要で

あると考える．

本報告の限界

　本報告における限界を以下に列挙する．第一に，今回

の介入は認知症カフェの延長線の面談であり，MCI者に

対する直接的な介入が制度上困難であった．第二に，

MCI者に対する評価及び経過の確認は，看護師であるA

氏の妻を介して行ったため，その結果の信頼性・客観性

に課題を残した．今後はMCI者が家族とともに参加でき

る認知症カフェの体制作りが必要である．

結　語

　ADOCを用いた介入によってMCI者の生活機能，

BPSDの改善，介護者の介護負担感等の改善を明らかに

した．本報告ではMCI者であるA氏への直接的な介入は

妻が行い，専門職は妻へアドバイスすることでの間接的

な関与に終始した．今後，地域包括ケアシステムの構築

が進むことで，専門職が家族介護者にアドバイスする場

面が増えてくることが予想される．その意味において，

本報告の経過及び結果は，MCI者を在宅介護する家族に

対する一支援例になると考える．
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