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抄　録

　入院中の認知症者に対して週に 1 回の頻度で 8 週間の調理活動プログラムを実施し，その有効性を主に作業遂

行技能の側面で検討した。プログラムの特徴は，配席の工夫や視覚的手がかりを与え，失敗しないようにしなが

ら作業遂行を促進する支援をすることだった。プログラムを完遂した介入群 11 名，対照群 9 名の 9 週目の成果

では，改定長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）と Assessment of Motor and Process Skills（AMPS）運動技能

の変化量は両群間に有意差は認められなかった。AMPS プロセス技能は，介入群では有意に向上しているのに対

して，対照群は有意に低下しており，変化量は両群間に有意差が認められた（効果量 1.0）。本調理活動プログラ

ムは認知症者の日常生活活動（ADL）のプロセス技能の向上に寄与することが示唆された。
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１．はじめに

　調理活動は，単なる仕事的要素だけでなく，楽しみ

の要素を含んだ活動であり，仕事か余暇かといった二

分法で分類することはできない 1,2)。自ら作った料理

を食べるという行為を含み，多くの高齢者が興味を示

す活動でもある。グループ活動として用いる場合，作

業工程が多くあるため，参加者の能力に応じて作業工

程を分配することができる。また，五感と感情を刺激

し，他者との交流を促進することができる。これらの

理由から，認知症者に対して調理活動は臨床的によく

使用されている 3-7)。これまで認知症者に対する調理

活動の有効性は，主に認知機能，認知症の行動・心理

症状（BPSD）の側面から研究されてきた 8-13)。しかし，

十分なエビデンスは得られておらず，厳正な研究が必

要であるとされている 14)。そこで本研究では，認知症

者に対して調理活動をプログラムとして実施し，その

有効性を主として作業遂行技能の側面で検討すること

を目的とした。

　作業遂行技能とは，その人にとって意味ある活動を，

その活動のゴールに向かって効率よく進める技術と能

力のことである。作業遂行技能に着目した理由は，そ

れが日常生活活動の自立を左右する基盤となる部分で

あり，認知症者は症状の進行とともにこの技能が低下

するからである。また，調理活動の効果を日常生活活

動（ADL）における作業遂行技能の視点で分析した研

究が十分為されておらず，エビデンスが確立されてい

ないからである。なお，本研究で取り扱う調理活動は，

準備された道具や材料を使い，グループで 1 つの料理

を作って食べる活動のことであり，買い物は含まない

ものとした。

２．先行研究

　調理活動を継続して実施することで，認知症者の調

理技能が向上したとする報告がある。大嶋ら 13) は，8
～ 14 週間と介入期間が異なる 3 つのグループに調理

活動プログラムを実施し，調理中の「手の巧緻性」「材

料の見積もり」が有意に向上したと述べている。横山
12) は，15 週間の調理活動プログラムを実施し，「摩り

下ろす」，「焼き加減・出来上がりがわかる」技能が有

意に向上したと述べている。これらはいずれも前後研

究である。事例報告では，材料選択や切り方の選択の

技能が向上した事例 4)，何を作るかを示しただけで簡

単な料理が作れるようになった事例 15) が報告されて

いる。

　認知症者の ADL 技能の特徴は，「何を」（knowing 
what）に関連する技能はより困難で，「どのように」

（knowing how）に関連する技能はそれほど困難でない

とされている 16,17)。これは意味記憶が障害されやすい

のに対して，手続き記憶が保持されやすいことに関連

する。前述の前後研究や事例報告は，これら両方の技

能が認知症者において繰り返し使われることで向上す

ることを示唆している。

　認知症者の認知機能に変化がみられない，あるいは

低下した場合でも，作業遂行技能が向上する可能性が

示唆されている。Graff ら 18-20) は，在宅の軽度から中

等度の認知症者に対して代償戦略，環境戦略を用いて

ADL 技能の向上を図る練習とともに，介護者への援

助方法の指導を行った結果，Assessment of Motor and 
Process Skills （AMPS）プロセス技能の得点が有意に向

上したと報告している。

　以上のことから，認知症者に調理活動をプログラム

として実施し，その中で彼らに可能な限り作業に従事

し，失敗しないよう支援することよって，調理技能だ

けでなく ADL における作業遂行技能が向上すること

が期待される。主な仮説は，本調理活動プログラムに

よって介入後に認知症者の ADL における作業遂行技

能が向上することである。

３．方法

3.1. 対象者

　対象者は，広島県内にある A 精神科病院の認知症

治療病棟に入院中で，次の条件を満たす 24 名だった。

① 60 歳以上で認知症の診断を有し，主治医の許可が

得られる，②状態が安定しており，治療薬を変更する

予定がない，③調理経験を有するまたは調理活動に興

味を示す，④小集団活動に参加可能で，器具や言葉を

用いて他者に重度な危害を加える恐れがない，⑤家族

から本研究への参加の同意が得られる。対象者 24 名

は，12 名ずつ 2 回に分けて選出された。1 回目は，年

齢と認知症の重症度が同等となるように介入群 6 名

（調理活動プログラムと通常の集団活動）と対照群 6
名（通常の集団活動）に分配された。このメンバーに

対する介入が終了したあと，新たなメンバーで同様に

選出，分配と介入が行われた。

3.2. 介入

　介入群には，通常の集団活動と調理活動プログラム

が実施され，対照群には通常の集団活動のみが実施さ

れた。調理活動プログラムは，週１回の調理活動を 8
回実施するもので，各セッションは基本的に，①挨拶

と簡単な説明，②自己紹介，③調理活動，④実食と会話，

⑤片づけ，⑥参加シール貼りで構成された。6 名の対

象者に対して，作業療法士 2 名が毎回スタッフとして

参加し，対象者の調理活動が失敗しないよう支援した。

なじみのある食材を使い，工程が多いという理由から，

基本メニューとして味噌汁が選択された。但し，対象

者の希望に応じてメニューを変更することとした。作
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業遂行技能が高い者が中心となって作業を進め，周囲

の者がそれを手掛かりに作業を進められるよう配席を

工夫した。可能な限り，自発的に選んだ作業が遂行で

きるよう援助するが，困難が予想される場合や危険を

伴う場合は別の工程を依頼することとした。作業を開

始しない者には可能と思われる工程を依頼することと

した。混乱，失敗しないよう言語的手がかりや視覚的

手がかりを与えた。通常の集団活動では，週に 1 時間

の音楽鑑賞 1 回，30 分のレク活動 2 回，30 分の音楽

活動 1 回，1 時間の工作活動（塗絵など）1 回が行わ

れた。研究は 2010 年 4 月～ 2010 年 10 月に実施された。

3.3. 成果測定

　本プログラムの有効性を検討するために，介入前の

ベースラインと 9 週目に評価を実施した。認知機能面

の成果指標には，改定長谷川式簡易知能評価スケー

ル（HDS-R），作業遂行技能面の成果指標には AMPS
を用いた。AMPS は，アメリカの作業療法士よって開

発された観察型の ADL 評価の一つである。対象者に

馴染みのある 2 ～ 3 課題を選び，課題を遂行している

様子を 16 の運動技能項目および 20 のプロセス技能項

目で，それぞれ 4 段階で採点する。その値を専用の解

析ソフトに入力すると，運動技能およびプロセス技能

の得点（ロジット値）が算出される 21)。運動技能に

は，walks（歩く），transports（運ぶ）などの項目が含

まれており，この技能の得点が高いことは作業を遂行

するときに身体的努力が少なくてもできることを意味

する。プロセス技能には，sequences（論理的な手順で

行う），initiates（開始する）などの項目が含まれてお

り，この得点が高いことは，段取り良く，効率的にで

きることを意味する 22)。ロジット値に 0.3 点以上の変

化があれば臨床上の変化が，また，0.5 点以上の変化

があれば統計学上の変化があるということができる。

AMPS は，信頼性と妥当性が検証され，現在世界の

20 か国以上で使用されている。運動技能やプロセス

技能のロジット値を算出するには，講習を受け認定評

価者になる必要がある。

3.4. 分析方法

　分析対象者は本プログラムを完遂する者とした。

ベースラインにおける基礎属性の変数（年齢，性別），

各成果指標（HDS-R，AMPS 運動技能，AMPS プロセ

ス技能）の得点について両群間の差を検討するために，

正規性の検定を行い，正規性の有無に応じて t 検定，

χ2 検定を実施した。

　各成果指標におけるベースラインと 9 週目の差の検

定，両群の変化量の差の検定には，一元配置分散分析

（ANOVA）を用い，信頼区間は 95％とした。AMPS に

おける臨床上の明らかな改善がみられた者の割合は，

0.3 点以上向上した人数の割合で算出した。効果量に

は，Cohen’ d（標本平均の差÷標本のプールした標準

偏差）23) を用い，Microsoft offi ce Excel 2007 で関数を

引用して算出した。その他全ての統計解析には IBM 
SPSS Statistics 19 を用い，有意水準は 5％未満とした。

3.5. 倫理的配慮

　研究対象者の家族に対して口頭および書面にて研究

の主旨を説明し，同意を得て実施した。本研究は広島

大学大学院保健学研究科の倫理委員会の承認を得て実

施した（承認番号 0920）。

４．結果

4.1. 対象者のベースラインの特徴 

　結果的に介入群 12 名，対照群 12 名のうちプログラ

ムを完遂したのは，介入群 11 名，対照群 9 名だった。

ベースラインにおける対象者の基礎属性（年齢，性別）

と各成果指標の平均値には，両群間に有意差が認めら

れなかった（表 1）。 

4.2. 実施状況の概要

　プログラムに用いられた料理メニューには，味噌汁

が最も多かったが，それ以外にオムレツ，肉じゃが，

野菜スープなどが含まれた。対象者の多くは，作業の

開始や次の工程に移ることが困難だったため，彼らの

作業遂行技能に応じた作業工程を依頼することが多

表 1　ベースライン時の基礎属性および各成果指標の群間比較

n=11) (n=9)
a 77.3 (11.2 79.7 (8.8) 0.88

/ b 5/6 5/4 0.65

HDS-R a 57.0)2.5(7.31)3.4(4.41
AMPS a 2.0 (0.7) 1.8 (0.7) 0.54
AMPS a 0.0 (0.6) 0.2 (0.4) 0.45

a t b
HDS-R AMPS Assessment of Motor and Process Skills
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かった。野菜を切る大きさを示したり，切った野菜を

移す場所を示すなど，多くの言語的，視覚的な手がか

りを与えながら，作業遂行を促す支援を行った。回が

進むにつれて自ら野菜を混ぜる，進んで片づけるなど

多くの者に自発的な作業の開始が見られるようになっ

た。プログラムの前半には全く言われるまで手を出そ

うとしなかった男性は，後半には芋をうちわであお

ぐ，野菜を洗うなど自発的に作業を開始する場面が観

察された。また，ある女性は，野菜を包丁で切る際の，

両手の協調した動きや，野菜の固定の技能が向上して

いった。ピーラーの使い方が適切になったり，包丁で

野菜を切る速度が速くなるなど作業遂行技能が向上す

る場面がみられた。これらの変化は女性だけなく男性

にもみられた。対象者は，自身が作業をするときには

それに集中し，作業がないときには他者の作業を見た

り，手伝ったりしており，デイルームにいるときのよ

うにきょろきょろと周囲に注意がそれ，退屈そうにし

ている場面は見られなかった。

4.3. 9 週目の成果

　9 週目の HDS-R 得点は，介入群では有意な変化が

認められなかったが，対照群では有意な低下が認め

られた（介入群 vs. 対照群；HDS-R の平均値 14.3 vs. 
12.6, 図 1）。しかし，両群間の変化量を比較すると有

意差は認められなかった（HDS-R の変化量の平均値

の差（95％信頼区間）；1.0（-0.5 ～ 2.5），表 2）。

　9 週目の AMPS 運動技能の得点は，両群ともに有意

な変化が認められず（介入群 vs. 対照群；運動技能得

点の平均値 2.1 vs. 1.8, 図 2），両群間の変化量を比較し

ても有意差は認められなかった（運動技能得点の変化

量の平均値の差（95％信頼区間）；0.1（-0.1 ～ 0.3），表 2）。

　9 週目の AMPS プロセス技能の得点は，介入群では

有意に向上しているのに対して，対照群では有意に低

下していた（介入群 vs. 対照群；プロセス技能得点の

平均値 0.5 vs. 0.0, 図 3）。また，両群間の変化量に有

意差が認められた（プロセス技能得点の変化量の平均

表 2　介入の成果

HDS-R AMPS AMPS

n=11)
9 a 14.3 (4.6) 2.1 (0.8) 0.5 (0.6)

b - 9% 64%
0.88 0.06 P<0.001

n=9
9 a 12.6 (4.7) 1.8 (0.9) 0.0 (0.4)

b - 11% 0%
0.01 0.92 0.03

vs
95% CI c 1.0 -0.5 ~ 2.5 0.1 (-0.1 ~ 0.3) 0.7 (0.4 ~ 0.9)

P value 0.16 0.38 P<0.001
Effect size 0.4 0.4 1.0

a: b: 0.3
c: 95

図 1　各群の HDS-R 得点の平均値の変化

図 2　各群の AMPS 運動スコアの平均値の変化
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値の差（95％信頼区間）；0.7（0.4 ～ 0.9），表 2）。

　AMPS で臨床的に有意な向上が認められた者の割合

は，運動技能では介入群 9％，対照群 11％，プロセス

技能では，介入群 64％，対照群 0％だった（表 2）。各

成果指標の効果量はそれぞれ 0.4（HDS-R），0.4（AMPS
運動技能），1.0（AMPS プロセス技能）だった（表 2）。

4.4. AMPS プロセス技能の技能項目得点の変化

　本研究では，入院生活や過去に馴染みのある課題と

して，歯磨き（介入群，対照群：11 名，8 名），更衣（7
名，7 名），食事（0 名，2 名），洗濯物たたみ（4 名，1 名）

が用いられた。すべての対象者は，介入前後に同じ課

題を使用した。AMPS プロセス技能の技能項目が MD
（著しく低下している）と判定された対象者の割合を表

3 に示す。ベースラインでその割合が 3 分の 1 以上，つ

まり対象者の 33％以上が MD と判定された項目は，介

入群では，heeds，initiates，accommodates, 対照群では，

heeds，initiates，accommodates，benefi ts だった。9 週目

のこれらの割合は，介入群では減少したのに対して，対

照群では変化がみられない，もしくは減少した（表 3）。

５．考察

5.1. 認知機能への影響

　HDS-R 得点の変化量を介入群と対照群で比較した

結果，有意差は認められず，本プログラムが認知機能

に影響を与えることは統計的に示されなかった。しか

し，その効果量が 0.4 であることや，前後変化では，

表 3　AMPS プロセス技能の技能項目が MD* と判定された対象者の割合

9 9
paces 9.1 % 9.1 % 0.0 % 11.1 %

attends 9.1 % 0.0 % 0.0 % 11.1 %

chooses 18.2 % 9.1 % 11.1 % 11.1 %

%0.0%0.0%0.0%1.9sesu

handles 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

heeds** 45.5 % 18.2 % 33.3 % 44.4 %

inquires 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

initiates** 54.5 % 27.3 % 44.4 % 44.4 %

continues 9.1 % 0.0 % 0.0 % 11.1 %

sequences 18.2 % 18.2 % 0.0 % 44.4 %

terminates 18.2 % 0.0 % 0.0 % 11.1 %

searches 9.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

gathers 0.0 % 0.0 % 0.0 % 11.1 %

organizes 9.1 % 9.1 % 0.0 % 22.2 %

restores 27.3 % 0.0 % 11.1 % 22.2 %

navigates 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

notices 27.3 % 18.2 % 0.0 % 11.1 %

accommodates** 54.5 % 27.3 % 44.4 % 55.6 %

adjusts 18.2 % 9.1 % 0.0 % 0.0 %

benefits** 27.3 % 18.2 % 33.3 % 55.6 %
* MD (Markedly Deficient skill)
** 3 1 MD

図 3　各群の AMPS プロセススコアの平均値の変化
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介入群に有意差は示されなかったのに対して，対照群

は有意な低下を示したことから，本プログラムが認知

機能面で，何らかの影響を与えた可能性がある。先行

研究においても，調理活動プログラムが認知機能に影

響を及ぼしたとする報告がある。Nawate ら 9) は，認

知症者に対して調理活動を用いた回想法を週 1 回の頻

度で全 9 回行うプログラムを実施した結果，HDS-R
の得点が有意に向上したと述べている。その研究では，

調理活動を実施する中で回想すること，つまり言語的

にコミュニケーションをとることに主眼が置かれてい

る。その点が本研究と異なる点ではあるが，調理活動

が前頭葉を活性化する作用があることを根拠に，認知

機能に影響を及ぼしたのではないかと推察している。

しかし，調理活動と認知機能の関連については，関連

が示されなかった報告もあり 10,12,13)，今後更なる検討

が必要である。

5.2. 作業遂行技能への影響

　我々は，プログラムが進むにつれて対象者の調理技

能が向上するのを観察した。特に，野菜を自発的に洗

う，指のフォームが変わる，ピーラーを適切に使うな

どプロセス技能の側面で認められた。AMPS のプロセ

ス技能の前後変化をみると，介入群では有意に向上し，

対照群では，有意に低下した。変化量を比較しても両

群間に有意差が認められ，効果量は 1.0 を示した。１

つの指標として，効果量が 0.8 を上回ると大きな効果

と解釈する見方がある 23)。また，臨床上の明らかな改

善を示した割合は，対照群が 0％だったのに対して，

介入群は 64％だった。これらの結果から，本調理活

動プログラムは，プロセス技能によい影響を与えるこ

とが示唆された。

　Oakley16)，Cook17) ら は， 認 知 症 者 は「 何 を 」 に

関連する技能項目（heed, chooses, notice & responds, 
inquires, benefi ts な ど ） が よ り 困 難 で，「 ど の よ う

に」に関連する技能項目（organizes, gathers, handles, 
navigates など）があまり困難でないと述べている。我々

の結果では，介入群の 3 分の 1 以上が MD（著しい低下）

と示した技能項目に heeds が含まれていた。heeds は

最終的な目標に留意する技能である。実際調理場面で

も，自ら野菜を洗ったり，混ぜたりと目標に向かって

作業を進められるようになる場面が観察されていた。

したがって，調理活動プログラムは，認知症者に比較

的苦手とされている「何を」に関連するプロセス技能

の向上に寄与する可能性があるといえる。一方，比較

的得意とされている技能項目では，MD（著しい低下）

と判定された割合は介入群，対照群ともに 1 割未満で

あった。これは， Oakley16)，Cook17) らが述べている，

認知症者は「どのように」に関連する知識，つまり手

続き記憶に関連する技能は得意とするという見解と同

じ結果であり，彼らの見解を支持するものとなった。

　Graff ら 18-20) は，認知症者を対象として訪問による

作業遂行を促進する個別のプログラムを行い，認知症

者の AMPS プロセス技能が向上したことを報告して

いる。すなわち，個別の介入により認知症者の ADL
におけるプロセス技能が向上することが示唆されてい

る。しかし，集団によるプログラムでそのような効果

があることはこれまで示されていなかった。本研究の

結果は，調理活動を用いた集団活動においても作業遂

行を促進する支援技術を使用することにより，認知症

者の中には ADL におけるプロセス技能を高めること

ができる者がいることを明らかにした。

　このような作業遂行の変化がみられた要因の1つは，

AMPS が直接観察法であり変化を鋭敏に捉えることが

できるという評価ツールの特徴にある 24)。もう 1 つは，

環境的な要素である。本研究の対象者は異食や収集と

いった重度の行動異常を有する者たちと一緒に生活を

しているため，居室にはベッド，布団，デイルームには，

テレビ，机，椅子以外の生活用品がない環境で生活し

ている。また，週間プログラムとして行われるレクリ

エーション，音楽鑑賞など集団活動に参加しているも

のの，1 日の多くを無為に過ごしている。対象者の多

くはデイルームの椅子に座り，きょろきょろと周囲を

見渡したり，居眠りをしたりして過ごしている。それ

が，調理活動プログラム中には，自身や他者の作業に

注意を注いでいた。日常生活の中でこれほど作業に集

中して取り組み，他者と密にコミュニケーションをと

る時間がない生活を送っている。このような入院中で

無為に過ごすことが多い環境にあったことも作業遂行

技能に変化をもたらした要因と考えられる。

　対照群は，認知機能が低下傾向にあると共に，プロ

セス技能が有意に低下していた。現状の大集団を中心

としたプログラムに加え，調理活動プログラムのよう

な作業に集中して従事し，他者との交流が図れる小集

団活動を加えることが必要と思われる。 

６．結論

　入院中の認知症者に対して週 1 回全 8 回の調理活動

プログラムを実施し，主にプログラム終了後に ADL 遂

行技能の向上が図れるかを検討した。その結果，AMPS
プロセス技能は，介入群では有意に向上しているのに

対して，対照群は有意に低下しており，変化量は両群

間に有意差が認められた（効果量 1.0）。本調理活動プ

ログラムは，調理技能だけでなく認知症者の ADL プロ

セス技能の向上に寄与することが示唆された。

７．研究の限界

　本研究は 1 つの施設で実施したものであり，分析対

象となった人数は 20 名である。認知機能と年齢が同
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等となるよう 2 群に分配したが，その他 ADL 能力や

発症からの年数を考慮に入れていない。これらのこと

から結果の一般化には限界がある。今後，基礎属性を

配慮した大規模な調査が必要である。本研究は失敗し

ないように作業遂行を促進するという支援の方法と，

調理という食に関与し生理的欲求を刺激する活動を組

み合わせたプログラムである。従って，ADL 技能を

促進することができた要因をどちらかに帰結すること

はできない。あくまでも調理活動と作業遂行促進支援

を組み合わせたことによる効果である。また，対象者

が調理活動に興味を示す者だったことも効果に影響を

及ぼしている可能性は否定できない。そのため今後は

作業の種類や対象者にとっての作業の意味が作業遂行

にどのように影響するかを検討していくことも課題で

ある。
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Abstract

We tried a cooking program for persons with dementia at a hospital, which consisted of once a week sessions for eight 
weeks and discussed the effectiveness of the program from the view point of occupational performance skills. The core 
characteristic of the program was to facilitate their occupational performance by considering their seating allocation, giving 
visual cues and helping them so as not to fail as much as possible. Eleven participants in the intervention group and nine 
participants in the control group participated until the last session. At nine weeks, there was no signifi cant difference in 
amount of change on HDS-R scores and AMPS motor skills scores. AMPS process skills scores signifi cantly increased in the 
intervention group whereas they signifi cantly decreased in the control group, and the changing amounts of AMPS process 
skills score were signifi cantly different between both groups at nine weeks (effect size 1.0). It was indicated that this cooking 
program positively contributed to enhancement of ADL process skills in participants with dementia.

Key words: dementia, cooking, occupational performance, ADL, AMPS
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