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抄　録

　認知症治療病棟において作業に基づく環境の改善が認知症者の行動と状態に与える影響を検証した。入院中の

対象者 3 名の作業歴をもとに興味や関心ある作業としてフラワーアレンジメントを特定し 2 回行った。完成した

作品を病棟デイルームのベランダ側に，ソファをその室内側に設置し，作品が座って観賞できるようにした。環

境の改善の前後で認知症ケアマッピングの評価尺度を用いて 5 時間観察し，5 分毎の行動，状態と会話を記録した。

その結果，興味や関心ある作業と結びつくよう環境を改善することは，即時的（翌日）には他者との交流を促し

状態を良くすること，長期的（2 カ月後）には他者との交流は促されないが，自ら興味や関心ある作業と結びつ

くことは可能であることがわかった。そのためには興味や関心ある作業と結びつく環境が認知症者のそばにある

こと，定期的にその作業を行う必要があることが示唆された。
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１　緒言

　一般に認知症治療病棟には，収集癖，異食や器物損

壊など生命や生活の安全に支障をきたす行動症状を有

する重度な認知症者が入院している。そのため，居室

やデイルームには必要最低限の物品しか設置しないよ

うにしている施設が多くある。このような環境は人が

自ら行いたい作業を行えない状態であることから作業

剥奪（occupational deprivation）の状態，あるいは偏っ

た作業にのみ関わることができるという意味で作業周

縁化（occupational marginalization）の状態にあると言っ

て過言でない。作業剥奪とは，するべき作業が奪われ

ること，行うべき作業ができないことであり，作業周

縁化とは，行う作業はあるけれど，中心となる作業が

なく，周辺的な些細な作業しか行えないことである 1）。

　このような状態を改善する一つの方法は，環境を変

えることである。認知症の人が興味を示すような物品

や過去とのつながりを持ったり，他者との交流が促進

されるような物品を認知症治療病棟に設置すること

で，無為に過ごす時間が減り，よりよい生活を送れる

ことが期待できる。

　Jensen2）らは，モンテッソーリなど日常物品の利用

を可能とする環境を整えるプログラムを実施すること

で，認知症者の不安や不穏を軽減し，行動を改善する

ことを報告している。また，Van der Ploeg ES3）は，老

人保健施設に入所中の認知症者を対象に個々の能力や

趣味に応じて個別化された活動を実施したところ，そ

のセッション中だけでなく終了後も，趣味活動に結び

付く時間が延び，不穏軽減に繋がったと報告してい

る。つまり，認知症者が日常物品や趣味に関連する物

品と結びつく活動を実施したり，その利用が可能な環

境を整えることで不安や不穏などの状態が改善するこ

とや，活動との結びつきの時間が長くなることが示さ

れている。

　認知症者の居住空間へ環境の改善に関する研究とし

て加藤 4）の研究が挙げられる。加藤は認知症者にとっ

て馴染みがある畳スペース，使用目的のあるキッチン，

スツールを設置し行動の改善を検証した。その結果，

他患者の交流や自発的行動が増加し，無為に過ごす時

間や徘徊が減少したとしている。以上のことから，認知

症者に対して，興味や関心ある作業との結びつきを促

すような環境を整備することは，認知症者の交流を促

進し，行動や状態を改善する可能性があると考えられる。

２　研究目的

　本研究の目的は，認知症治療病棟の環境を認知症者

にとって興味や関心ある作業，馴染のある作業，人と

のコミュニケーションが促進される作業と結びつくよ

うな環境を設定することで，認知症の人の行動や状態

がどのように変化するかを検討することとした。

３　研究対象および研究方法

3.1　対象者

　対象者は広島県内の一つの精神科病院の認知症治療

病棟に入院し，次の適応条件を満たす者 3 名だった（表

1）。具体的には，認知症の診断を有するが重度な感覚

運動麻痺がなく，セルフケアは声掛けにより概ね自立

していること，本人，家族の同意と研究への協力が得

られること，病棟内の移動が自立しており，環境の変

化に自ら近づき気付くことができることである。

　対象者の年齢は，80 代から 90 代で，性別は全て女

性であり，診断名は全てアルツハイマー型認知症だっ

た。改訂長谷川式簡易知能評価スケールの範囲は 10
～ 24 点だった。

3.2　環境の改善

　対象者との会話の中で，3 人の共通項として花に関

する話題が挙がった。A 氏は畑仕事をしながら仏壇に

供える花を育てていた。B 氏は，店舗に飾る生け花の

作品を作ったり，自宅でもプランターで花を育てたり

していた。C 氏は花を育てた経験はないものの，祖父

母が花を育てており，それを見ることが好きだったと

話した。これらより，興味や関心のある作業として造

花を用いたフラワーアレンジメントを 2 回実施するこ

ととした。作業は治療病棟の生活機能訓練室で筆者ら

とともに行い，完成した作品は病棟のベランダに設置

した。また，デイルームのベランダ付近に会話を促進

し，くつろげる場を提供することを目的として花が見

えやすい位置にソファを設置した。さらに，ソファの

前の窓には，フラワーアレンジメント実施中の対象者

の写真を掲示した。この研究期間は，X 年 12 月 12 日

～ X+1 年 2 月 17 日までだった（図 1）。

　フラワーアレンジメントは 12 月 12 日と 12 月 19 日

の 2 回に分けて実施し，その後環境を変える前に事前

評価を 12 月 22 日に実施した。12 月 24 日には完成し

たフラワーアレンジメント作品とソファを設置し，翌

日の 25 日に事後評価①を実施した。さらに，環境の

改善から約 2 か月後の 2 月 17 日に事後評価②を実施

した。事後評価①を環境改善後の翌日に行ったのは，

表 1　対象者　
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認知症者の居住空間への環境の改善によって，BPSD
への改善効果が翌日にみられた先行研究 4）があった

からである。

　　　　　

3.3　成果指標

　 認 知 症 ケ ア マ ッ ピ ン グ (Dementia Care Mapping ; 
DCM) の評価尺度を用いて観察した。この評価は，認

知症者の行動や状態を評価するツールとして世界的に

も認められているものである。DCM の観察評価手法

としては，DCM では表 2 で示した認知症者の行動を

分類した行動カテゴリー・コード (Behavior Category 
Cord : BCC)5）と表 3 に示した「よい状態（well-being）」

と「よくない状態 (Ill-being)」を 6 段階（＋ 5，＋ 3，

＋ 1，－ 1，－ 3，－ 5）でアセスメントする Well-
being and Ill-being Value (WIB 値 )5) と組み合わせて評

価を行った。行動カテゴリー・コードはアルファベッ

A Articulation
B Borderline
C Cool
D Distress
E Expression
F Food
G Games
H Handicraft
I Intellectual
J Joints
K Kum and go
L Labour
M Media
N Nod,land of
O Own care
P Physical care
R Religion
S Sex
T Timalation
U Unresponded to

W Withstanding

X X-cretion
Y Yourself
Z Zero option

表 2　行動カテゴリー・コード（BCC）

図 1　評価と環境の改善の流れ
FA：フラワーアレンジメント
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ト 24 項目で分類されており，行動カテゴリーを記録

することで，参加者がその時に主に何をしていたのか

を把握することができる。WIB 値では，現在の状況

に適応しており，よくない状態を示す徴候が認められ

ない場合は +1 と評定される。

データ収集と分析方法

　各評価ではそれぞれ対象者の行動を，DCM を用い

て，9 時半～ 16 時半の間で食事とグループ活動を行っ

ている時間を除いた 5 時間を観察し，その間の 5 分毎

の行動とその時の状態および状態の変化に関する会話

内容を記録した。それらの記録をもとに対象者の環境

（作品や写真）への働きかけ，環境を通した他者（他

の認知症者やスタッフ）との交流，対象者の状態を量

的および質的に分析し，環境を改善する前と後で比較

した。量的分析では，5 時間の中で各行動カテゴリー

がどの程度見られたかを算出した。5 時間で観察され

る行動の数は 60（5 時間÷ 5 分）なので，例えば，5
時間の中で会話の行動が 6 回観察された場合，その割

合は，10％（6 ÷ 60 × 100）となる。事前評価でこの

数値の大きい項目あるいは事前評価，事後評価①，事

後評価②を通して変化の大きい項目について数値がど

のように変化したかを検討した。また， WIB 値の平均

値がどのように推移したかを検討した。質的分析では，

量的分析で抽出された行動カテゴリーにおいて良い状

態となっている，あるいは良くない状態となっている

ときの会話内容や行動の様子の変化を検討した。

3.4　環境改善後のデータ収集は環境へのアプローチを

行った翌日と 2 か月後に行った。対象者の行動や観察

の記録は，DCMの認定評価者と共に第一筆者が行った。

3.5　倫理的配慮

　本研究の対象者には口頭にて研究の説明を行い参加

の同意を得た。代諾者（保護者）に対して研究の説明

と同意（インフォームドコンセント）を口頭および文

書にて行った。インフォームドコンセントの段階では，

目的を説明するとともに，研究への参加は自由である

こと，同意書にサインをした後でも，参加協力を撤回

できることを説明した。得られたデータは個人が特定

できないように処理し，結果の公表も同様に行った。

４　結果

　対象者毎に環境の改善前後の状態を質的および量的

に分析した結果を以下に述べる。なお，（　）内のア

ルファベットは行動カテゴリー・コードを示している。

4.1　対象者 A

4.1.1　行動と状態の質的分析

a. 事前評価（環境の改善前）（X 年 12 月 22 日）

　B 氏は自らスタッフや他患者に話しかけ会話してい

る場面が多くみられた（A）。新聞や掲示物など，メ

ディアと関わっている時間も多かったが（M），ほぼ

居眠りをしていた（N）。常にキョロキョロしており，

仕事を探している様子であった。そのため，D 氏がト

イレに行こうと車椅子を自走していると，「車椅子な

ん ?」と聞き，車椅子を押してトイレに連れていくこ

とがあった（A）。スタッフと関わるときは笑顔が多

く（A），エプロンを畳む仕事をもらうと特に嬉しそ

うな表情をみせた（L）。

b. 事後評価①（環境の改善翌日）（X 年 12 月 25 日）

　キョロキョロしており，周囲に関心が向いている状

態は変わらず見られた（B）。花やソファなど目に入

ると，近くへ何度も行き，「これまたかわいい」「きれ

いじゃね」と笑顔でおがむ場面や，隣の人との話題に

したりしていた（A）。また，ソファに座り，「みんな

でここへ座ろうや」と誘導したり，学生と交流する

+5

+3

+1

-1

-3
/

30

-5
/ / 1

表 3　WIB 値 (Well-being and Ill-being Value) の評価スケール
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場面もあった（A）。ソファに座り，近くに来た C 氏

と花を見ながら屈託のない笑顔で談笑していた（A）。

掲示している自身の写真を見て，照れくさそうにし，

「まあ，いつ撮ったの？」と嬉しそうな表情を見せた。

フラワーアレンジメントを行った記憶は保持されてい

なかった。

c. 事後評価②（環境の改善2か月後）（X+1年2月17日）

　花のもとへ何度も行き，毎回新鮮な様子で興味深

そうに見ていた。近くへ椅子を持っていき，花を観賞

していると看護師が近づき花に関する話題で談笑した

り，ソファに座り他患者と交流するなど，花を通した

他者との関わりは継続していた（A）。しかし，それ以

外の時間ではほとんどテレビを観て過ごしていた（M）。

4.1.2　行動と状態の量的分析（図 2）

　行動カテゴリー・コードは環境の改善前に比べ，A
（相互交流）が増加し，M（メディアとの関わり）が

減少した。環境の改善 2 か月後には BCC の A（相互

交流）は環境の改善前と同程度に戻り，M（メディア

との関わり）は再び増加していた。WIB 値について

は，環境の改善翌日，+3 が増加し，+5 の状態もみら

れ，平均値が 1.1 から 1.4 に上昇した（表 4）。環境の

改善 2 か月後は +3，+5 の状態は見られず，平均値は

環境の改善前と同程度に戻った。

4.2　対象者 B

4.2.1 行動と状態の質的分析

a. 事前評価（環境の改善前）（X 年 12 月 22 日）

　午前午後ともに何もすることがなく，人との交流も

少ないため，畳で横になって寝ていたり，一点を見つ

めてぼーっとし，無為に過ごしている時間が多かった

（C）。便秘に悩んでおり，手すりに沿って病棟内を歩

き回っていた（K）。

b. 事後評価①（環境の改善翌日）（X 年 12 月 25 日）

　午前中は横になることはないものの，手すりに沿っ

て病棟内を歩くことがあった（K）。午後は，筆者ら

や作業療法士がソファに誘うと，笑顔で誘いに応じソ

ファに座った。花についての話になると近くまで行き，

しゃがみこんで間近で花を見ながら B 氏と目を輝か

せながら話す場面があった（A）。D 氏（日頃自分を

否定する言葉が多く，人とのつながりを求めて病棟内

を頻回に移動する女性）が輪に入ると D 氏の手を力

強く握りながら顔を近づけて「みんな家族だから大丈

夫」「元気を出して頑張ろう」などとひたむきな表情

で励ます場面が何度も何度もあった（L）。

c. 事後評価②（環境の改善2か月後）（X+1年2月17日）

　午前午後ともに花を通した人との交流はみられず，

一点を見つめてぼーっとし，無為に過ごすことが多

かった（C）。

4.2.2 行動と状態の量的分析（図 3）

　行動カテゴリー・コードは環境の改善前に比べ，環

境の改善翌日は A（相互交流）が増加し，C（閉じこ

もり）が減少した。環境の改善 2 か月後は C（閉じこ

もり）が増加した。WIB 値については，環境の改善

翌日 -1 の状態が減少し，+5 の状態もみられ，平均値

は 0.2 から 1.0 に上昇した（表 4）。環境の改善 2 か月

後は -1 の状態が環境の改善前と同程度に戻り，平均

値は 0.0 となった。
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表 4　対象者の WIB 値の平均値の推移

図 2　A 氏の行動カテゴリー・コード（左）と WIB 値（右）
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4.3　対象者 C

4.3.1 行動と状態の質的分析

　C 氏は退院により，環境の改善 2 か月後には評価で

きなかった。

a. 事前評価（環境の改善前）（X 年 12 月 22 日）

　キョロキョロ落ち着かない様子で，車椅子でウロウ

ロする場面が多くみられた（K）。自分を否定する発

言が多く，うつむき自分の世界に閉じこもっていた

（C）。「私はパーだから，何もできん」「自分はダメ人間」

「ええことひとつもない」と発言したり，うつむいて

は机に伏せ，目を閉じて過ごしていた（C）。B 氏と

積極的に関わりたいようで，B 氏に話しかける場面が

何度かあった（A）。

b. 事後評価①（環境の改善翌日）（X 年 12 月 25 日）

　うつむき自分の世界に閉じこもったり（C），落ち

着きなく，車椅子でウロウロする場面は変わらず見ら

れた（K）。自らソファのところへ行き，ソファに座っ

ている B 氏と C 氏の輪に入った。また，ソファのと

ころへ女性患者を「こっちへおいで」「花がきれいで

しょ」と，誘っていた（A）。「自分はええ人間じゃない」

「何もできん」などと自己卑下をしていると，C 氏に

手を力強く握って励まされ，「嬉しい」「最高」などの

発言があり，うれし泣きをしていた（A）。冗談に対

して笑ったり，上機嫌で返していた。「ものすごくい

い日」「嬉しい最高」「今後もよろしくお願いします」

と前向きな発言が得られた（A）。

4.3.2 行動と状態の量的分析（図 4）

　行動カテゴリー・コードは環境の改善前に比べ，A
（相互交流）が大幅に増加し，C（閉じこもり）が減

少した。WIB 値については，環境の改善翌日，-3 の

状態が消失し，-1 の状態が減少した。平均値は 0.1 か

ら 1.3 に上昇した（表 4）。

５　考察

　対象者 3 名ともに環境の改善前に比べ，環境の改善

翌日は他者との交流（行動カテゴリー・コードの A）

が増加し，WIB 値の平均値も向上した。また，A 氏

の場合は環境の改善翌日メディアとの関わり（行動カ

テゴリー・コードの M）が減少し，B 氏と C 氏は無

為に過ごすこと（行動カテゴリー・コードの C）が減

少した。つまり，興味や関心ある作業に基づいてフラ

ワーアレンジメントを行い，それらとの結びつきが得

られやすいような環境を設定したことで，短期的には

良い状態が得られることがわかった。これらの結果が

得られた要因は，3 つ考えられた。1 つ目は，対象者

3 名の共通項である花を取り上げ，フラワーアレンジ

メントを実施し，そこでできた作品を環境の一部とし
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図 3　B 氏の行動カテゴリー・コード（左）と WIB 値（右）

図 4　C 氏の行動カテゴリー・コード（左）と WIB 値（右）
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て設置したことである。完成した作品をデイルームか

らよく見える位置に設置したことで，ベランダが華や

かになり対象者の興味を惹きやすい環境となった。花

に関する作業歴を持った対象者 3 名にとっては，会話

が弾むきっかけの一つになったのではないかと考え

る。このように，興味や関心ある作業を実施したり，

その利用が可能な環境を整えることは，活動との結び

つきの時間を長くすると Jensen や Van der Ploeg ES が

言及していることである。2 つ目は，ソファを設置し

たことである。本研究では，L 字型のソファを設置し

た。L 字型にしたことで，閉鎖的な空間になりにくく，

顔を合わせながら花を見て会話することができた。ま

た，ソファは椅子を 2 脚並べて座った時と比べ，肘掛

け等がなく接近しやすいため，会話が促進されたので

はないかと考える。3 つ目は，対象者 3 名の普段の特

性である。A 氏と C 氏は普段からベランダに近い席

に座っており，環境の変化に気付き易い場所にいた。

また，B 氏は記憶が保持されやすいことが関係してい

たと考えられる。

　本研究では，単に対象者の興味や関心ある作業であ

る花を環境に設置しただけでなく，フラワーアレンジ

メントを実施し，その作品を環境に設置した。従って，

フラワーアレンジメントの実施が結果に影響を及ぼし

たと考えられる。もしフラワーアレンジメントが，事

前評価のみに良い影響を与えたのであれば，対象者の

行動や状態は，事後評価よりも，事前評価の方が良い

結果を示したはずである。しかし，結果は事後評価の

方が対象者の行動や状態は良いものとなっていた。こ

れらのことから，事前評価の前のフラワーアレンジメ

ントが，事前評価のみに良い影響を与えたとは考えら

れない。つまり，事後評価で対象者の行動や状態が改

善されたのは，事前評価の前のフラワーアレンジメン

トの影響だけではなく，環境の変化の影響が大きかっ

たと考えられる。

　環境の改善 2 か月後に関しては，A 氏は花との結び

つきは認められたが，他者との交流（行動カテゴリー・

コードの A）や WIB 値の平均値は環境の改善前と同

程度に戻っていた。また，B 氏は，花との結びつきは

認められず，WIB 値の平均値は環境の改善前とほぼ

同程度に戻っていた。つまり，作業に基づいた環境設

定は即時的には良い状態が得られるが，継続的な結び

つきは得られにくいことがわかった。これらの結果か

ら，人によって効果が異なるため，環境設定だけでは

なく，継続的に花と結びつくような作業を定期的に行

う必要があると考える。例えば，今回のフラワーア

レンジメントのような作業を月に一回実施したり，ス

タッフが花のもとへと誘導する声掛けがあると継続的

に花と結びつくことができ，他者との交流や良い状態

で過ごすことに繋がるのではないか。特に B 氏のよ

うに無為に過ごしていることが多い認知症患者には，

そのように無為に過ごすことが多い時間帯に興味や関

心のある作業を行うことが望ましいと考える。

６　結論

　認知症治療病棟において，身体に重度な機能障害が

なく，歩行およびセルフケアが概ね自立している認知

症の女性に対して，興味や関心のある作業との結びつ

きを促すよう環境を改善することは，即時的（翌日）

には他者との交流を促進し心理的状態を良くすること

が明らかとなった。また，長期的（2 カ月後）には興

味や関心のある作業との結びつきを得ることは可能で

あるが，そのためにはそれと結びつく環境が認知症者

のそばにあること，および定期的にその作業と結び付

くための環境の改善が必要であることが示唆された。
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Abstract

We studied how the occupation-based environment approach effects the behavior and condition of clients with dementia 
in a dementia treatment ward. Three female clients were selected as research subjects. We identifi ed fl ower arrangement as 
their meaningful occupation, and did two sessions with them. The imitation fl owers made by clients were set on the veranda 
of the ward. Some sofas were set near the window to allow clients to view these fl owers. We recorded clients’ behavior, 
condition, and conversation content every fi ve minutes for fi ve hours before and after the environmental improvement. The 
results indicated that changing the environment to engage in meaningful occupation facilitated interactions among clients 
and improved clients’ psychological condition for short period (two days), but there was no effect of interaction lasting for 
a long period (such as two months). We found that if you want clients to engage in meaningful occupation on a daily basis, 
you need to put meaningful occupation near clients or make regular activities regarding their occupation.

Key words: dementia, environmental, occupation-based, behavior, well-being


