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抄録

本研究の目的は，認知症高齢者にとっての収集の意味を明らかにすることである。対象者は収集癖のある認

知症高齢者 7名(男性2名，女性 5名)で平均年齢は 79.6土 6.3歳， MMSEは測定不能-21点であった。対象

者 1名につき 3-4日間 収集行動を観察し さらに収集物品 用途などの項目について質問を行った。

行動観察の結果，いずれの対象者も，収集物品，保管場所は特定していた。彼らは，何らかの意昧で「生活

に必要なJI大事なもの」を「自分あるいは身近な人のもの」と認識して収集し， I自分で管理できる場所」に

保管していた。また 収集(物品・用途・所有者) 保管(保管場所)の認識は 認知障害の程度と関連してい

る傾向が見られた。さらに彼らは， I自分が手放す必要がある」と納得した時に，物品の回収に応じていた。以

上より，援助を行なう際には認知障害の程度を踏まえて行動を理解する必要が示されたが，どのように納得の

ゆく説明をするかは今後の課題である。
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I 緒言 日で，一人当たりの調査日数は 3-6日間とし

収集癖とは， I無価値で無目的な収集行為」である

と捉えられ，なんらかの原疾患(知的障害，痴呆性疾

患など)に伴うものと 特殊な異常行動(窃盗癖など)

に伴うものとがある 1)，2)。認知症にみられる収集癖は，

ある価値観に基づいて物を収集する過程と，適宜破棄

する過程の両過程に障害を来し 3)，4)，認知症の行動・

心理症状 Behavioraland Psychiatric Symptoms of 

Dementia (BPSD)の 1つにあげられる。収集癖(行

動)は，収集方法によっては他者とのトラブルを生じ

たり，保管方法によっては生活環境の清潔が保持でき

ないなど生活上の問題となる症状であるの。しかしな

がら，俳個など他の症状と比較すると出現頻度が少な

く5)，6) また治療の観点から緊急性が低い 4) などの理

由から，あまり言及されていない症状でもある。それ

ゆえ現時点では，認知症高齢者の収集癖の臨床的特徴

や，精神病理学的意昧について述べられた研究が数例

あるのみで，収集癖のある認知症高齢者への具体的な

援助方法は明らかになっていない。

そこで本研究では，認知症高齢者の収集癖(行動)

を日常生活の中で観察するとともに，特に彼らが収集

行動をどう思っているのか(認識)に焦点を当て，認

知症高齢者の立場にたって収集癖(行動)の意味を明

らかにすることを目的とした。収集癖(行動)を単に

認知症の症状と捉えるのではなく 彼らにとっての意

昧を明らかにすることで 収集癖(行動)のある認知

症高齢者を援助する際の看護の一指標を導くことが期

待できると考える。

E 方法

1 .研究対象

1 )対象施設:認知症専門病院の老人性認知症療養

病棟および病院に併設している老人保健施設の

認知症専門棟

2 )対象者:収集癖の明確な判断基準が設けられて

いないため，病棟スタップが「収集癖がある」

と判断した認知症高齢者を対象とした。認知症

の種類(病因)は 収集癖のある対象者が少な

いこと，および先行研究により「収集癖のある

認知症患者の臨床診断はアルツハイマー型が多

pJと報告されてはいるが明確な見解が得られ

てはいないことから アルツハイマー病と脳血

管性とした。認知障害の程度は， MMSEにて

測定した。

2.調査方法

1 )調査期間は 2002年 9月9日-2004年 5月 17

た。

2 )調査者は 4名で，収集行動(収集物品，収集方

法，保管場所，他者が回収する際の反応)を観

察すること，それぞれに対する本人の認識を質

問することを，調査者間で統ーした。調査は，

調査者が対象者と行動をともにする参加観察法

で行い，対象者の日常生活の流れの中で収集行

動を観察した。認知症高齢者の収集行動および

対象者と調査者との会話は ノートに記録し

。
た

3 )対象者の過去の物品収集状況および必要な個人

情報は，カルテやスタップから得た。

3.分析方法

まず4名の調査を行い，得られたデータを 1名ずつ

分析した。逐語化したデータから， I調査者が，何の

ために使うのか尋ねると 「わからんリと怒りなが

らも，たたんで脇ヘ置くことを繰り返す。」など，で

きるだけ対象者の言葉と行動をそのまま使った個人ラ

ベルを作成した。その後，個人ラベルを収集行動(収

集物品，収集方法，保管場所 回収時の反応)にそっ

て分類し，すべての行動において「本人なりの認識」

があることが明らかとなった。その後 3名の調査では，

「本人の認識」をより詳細に観察した。 7名全員のカ

テゴリーを収集行動に沿って分類し，観察した行動

(収集物品，方法など)をまとめ，それぞれの認識は

抽象度をあげラベル化した。次に共通しているラベル

を抜き出し整理統合し カテゴリー化した。妥当性と

信頼性を高めるため，データのラベル化，カテゴリー

化は 3名で、行った。

4.倫理的配慮、

成年後見制度により家族から同意を得た。

調査をまとめるにあたり個人名や施設名が特定され

ないように配慮すること またいずれの時期において

も拒否をする権利があること 拒否した場合に治療上

の不利益を被らないことを説明した。調査を進めるに

あたって，対象者本人に身体的および精神的な侵襲を

与えないよう，配慮、しながら参加観察を行った。

E 結果

1 .対象者の特性

病棟スタッフが，収集癖があると判断した 65歳以

上の認知症高齢者 7名で，うち男性 2人，女性 5人で

あった。認知症の原因疾患は アルツハイマー病 5名

(男性 1名，女 4名)，脳血管性 1名(男性)，混合性

1名(女性)であった。平均年齢は， 79.6:t 6.3歳で
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あった。認知症のレベルは， MMSE測定不能-21点 捉えた。 MMSEの平均は， 10.1点であった(表1)0

で， 21点を軽度， 16点を中等度， 10点以下を重度と

表 1 対象者の概要

患者氏名 A B C D E F G 

年齢 81歳 88歳 80歳 70歳 85歳 80歳 73歳

性別 男性 男性 女性 女性 女性 女性 女性

診断 脳血管性 晩発性AD 混合性 AD AD AD AD 

重症度(MMSE) 21/30 16/30 5/30 10/30 9/30 測定不能 10/30 

軽度 中等度 重度 重度 重度 重度 重度

その他の行動 夜間譜妄、易 易刺激性 他患者とのト 盗食、易劉主 割削 相閥、入紺巨 俳佃

障害および情 密性 ラブル 否

緒障害

職業 豆腐庖 ("-'65 繊維会社:検 農業(，，-， 79 織り子、繊佐 ぶどう栽培 専業識語、昔 農業、庖員

歳台 査事務 ("-'60 最む 関係、造園手 洋裁の仕事を

最む 伝い 経験

性格 短気自分勝 穏やかだが短 凡帳面、起伏 わがまま やさしい
手 気 激しい

趣味・特技 盆栽釣り 習字 田畑作業 畑作業、和洋

裁

※AD:アルツハイマー型認知症

2.収集物品と物品の認識・用途

収集物品は，スリッパ，毛布，タオル，靴下が多く，

7名中 3名が収集していた。紫色のスリッパのみ収集

する，あるいは通常は収集しない物品を提示しでも興

昧を示さないなど，収集物品は特定されていた。また，

尿汚染している尿とりパッドなど衛生上問題のある物

品も混在していた。収集物品を，表 2に示す。

表 2 収集物品

A B D G E C F 

3名が
靴下 O O O 
スリッパ O 紫のみ 黒以外

収集
毛布 O O O 

2名が
トイレットペーパー O O 
ペーパータオル O O 

収集
尿とりパッド O O 
アイッシュ O 
雑誌 O 
敷物 O 
枕 O 

1名が タオル O O 
収集 衣服 O 

ひざ掛け O 
いす O 
オムツ O 
財布 O 

彼らが物品を何と認識しているのか(物品認識にお

よび何のために収集しているのか(物品の用途)を知

るために， Iそれは何ですかJIそれをどうするんです

かJIなぜ、持っているんですか」などの質問を行った。

7名中 6名 (A，B， C， D， E， G) は何らかの用途を示し，

1名 (F) は用途を「知らんJI分からんjと答えた。
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物品の認識や用途の明瞭さは， MMSE得点の高い

A氏は，雑誌を「読むため」など明瞭かつ妥当であり，

測定不能の F氏は おむつを「何か削る」と暖昧で

あった。

物品認知が明瞭であった軽度の 2名 (A，B) は，

「何も読むものなpから」と雑誌を収集したり (A)， 

「寒いから」と布団を収集する (B) など， r今の生活

に必要なものJとして 物品を収集していた。また，

物品認知が暖昧であった 5名中 3名 (C，0， D) は，

毛布を「おんもわた」と認識し「何か作るJ(C)や，

紙を「子どもがトイレに行ったときに使えるJ(0) 

など， r過去の生活に関連した役割に必要なもの』と

して収集していた。 E氏は「タオルjは「お金がつい

て」おり「これがあったら家に帰れるJ，あるいは

「トイレットペーパー」を「雨漏りにppから持って

帰るJなど， r今の生活に必要なもの』 と， r過去の

生活に関連した役割に必要なものJの両方を収集し

ていた O 最重度の F氏は 用途は全て不明だが『大

事なもの』と述べた。

A氏は，調査蓄が雑蒜をどうすQのか尋ね Qと，

f何6読む6ん主主いから…jと言う。実際にその雑誌

を誘ふ，調査書に品説u'ように街め否。

B氏に，毛布を持っていQ理由を尋ねQと，rごん

在所で;{-，何かごうすQ~んがあれば漂い右と思っ

て。j と言って，厨子で毛布を土げ下げすQL-ぐさを

すQo r.運動のためにと，~って。J

毛布を持っていQC氏に fごれ主主んですか ?Jと

尋ねQと，r昔p おん6わた。jと言う o rおん6わた

って右んですか ?Jと再度尋布石が答;{U局き取れ

l1"t ~o rごれどう Lたの ?Jと尋ねQと，rごL-G;{Q

の。Jと言ラ。何をfFQのか尋ねQとタ f子ぬぐい**

* * * *oJ川、さLザど品の時***牢***。 小さ

ぐないけど，いっ Lょに Lて品らうの。Jとぎラ O

E氏のズ守示、ンから トイレットペーノfーとペーノfー

タオルが!fjてぐ Qo トイレッ介ペーパーを何に使ラか

尋ねQと，r.厨漏りに良いから，家に持って帰QJと

百フ O

G氏/i.，デイルームにおいてあ Qイズを，rL自と Q

tj左，かわした。Jr子ど品が通Q時に危l1"t ~J と言い，

廊下のズミや居室に運ぶ。

F氏が無言で自分のJIf1L-事のポナッ Fからオムツパ

ッFを取り!fjL-，広げていQorごれはどうしたんで

すか ?Jと尋ね Qと f劇Qんよ。jと答;{Qo r何jご使

うのですか ?Jと用途を尋ね与が f知らんの。Jと言

フO

3.物品の所有と所有者に対する認識

スリッパ，毛布， トイレットペーパー，枕など，病

棟の共有物品を収集してる場合と，タオル，靴下など

自分のものと他者のものを混合して収集している場合

があった。

それらの物品を，誰の所有物品と認識しているかを

知るために， rこれは誰のものですかjと質問した。 7

名中 5名 (A，B，E，D，O)は， (他者の名前が記入しで

ある)タオルを rooと書いであるけど，私のよ。」

(E)や，枕を「孫のもんやJ(B) などと答え， r自分

のもの』あるいは「子ども」や「孫」など『身近な人

のものJと認識し，所有していた。重度の 2名 (C，F) 

は， rわからなpJr私のものばかりではなLリなどと

返答し，所有者の認識は不明瞭であった。

B氏/i.タ作業の時局に膝のよjご小さ主主枕を置いてい

た。調査蓄がどうしたか尋ね Qと f孫の枕や。Jと答

;{ Qo rお孫さんのですか どう Lたんですか ?Jと

尋ね Q と，{持ってきて~G ったんや。j と言う。作業

室からデイル-.1->.に戻QH手品脇に抱乏で持って帰Qo

E氏が収集 LていQタオルjご 勉λ所者の名前が釘

λLてあ Qo 調査者が名蔚を読んでい Qのを見て，

rooって書いてあ Qけど都のよ。jとpラO

F氏に，r.誕のですりと尋ねQと，rt.Äの I~';t; じゃ

l1"いんよ。jと言ラ。タオルにはF氏の名前が書いて

あ与が，肢は名前が右いので，所有者Ii.不明。 rl1"ん
で品いれときゃあ;{;{んよ。Jと言ラ O

4.収集方法と収集方法の認識

7名全員が日中を過ごすデイルーム，リハビリ室，

トイレなど，日常的においてある場所から収集してい

た。また 7名中 4名 (C，D， E， 0)は，日常的におい

てある場所以外に スタップや他人所者など他者から

も収集し， 2名 (C，D) はトラブルになりかけた。

収集方法の認識については 「どこから持ってきた

のですかけと質問した。収集物品の認識が明瞭であ

った 2名 (A，B)は，雑誌を r(自分が)買ってきた。J
やデイルームから収集した毛布を「家から持ってきた」

と答え，他者からとった 2名は， r落ちていたjや

「あっちにあった」など暖昧にしており，全員が不明

瞭であった。

A氏Ii.機貨に戸をかけず、 リハビリ室から雑誌を 2

舟持って婦Qo調査蓄が fぞれどう Lたのですか。J
と尋ねQと，{買ったんや。お金ぞごに;t;Q oJと言ラ。

C氏ぱ長椅子の所で敷物を敷いて座っていたが，ま

たふらつと立ち土がって歩いていった。ぞれを見てい

た燐の男色患者が穀物をそっととって，自分のお尻の

下に敷いた。戻ってきた C氏U，rおんちゃん，ごれ

だめ。 Jと言って取り土げた。そごで調査者の左燐に

敷物を敷いて座った。調査蓄が f右んで貸Lてあげ

まいの ?Jと尋ねQと f知らんの。Jr****** 
かLて。Jrごっちは事や。ごっちは綿や。jと言ラ。
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5.保管場所と保管場所の認識

7名全員，保管場所は特定していた。また 7名全員

が， 1着衣の中J1背中の後ろJ1持ち歩く jなど， r手

元Jに保管していた。 5名は複数の保管場所を持って

おり， 2名は 1箇所であった (C，D)。保管場所を，

表 3に示す。

表 3 保管場所

少し離れた トイレの戸棚の中

場所 自室

廊下の隅や他者の居室

自分が居る 着衣の中

場所の近く 持っておく

背中の後ろ

お尻にひく

座っている場所の近くの棚

押し車の中

7名中軽度の 1名 (A) は手元の保管場所以外にも，

「戸棚の中jや「自室」など『少し離れた場所Jにも

保管場所を持っていた。 7名中 5名 (B，D， E， C， F) は

『手元Jの保管のみであり，中等度の 1名は，夜間自

室に戻るときは収集した毛布を持ち帰り，朝になると

毛布を持ってデイルームに移動していた (B)0 その

他 4名も，敷物をたたんで抱える (C) や，尿とりパ

ッド，靴下，タオルなどを IPれとかんとね」と言い

ズボンに入れる (E) など 「着衣の中」や「持ち歩

くJといった保管方法であった。 2名は，保管物品が

尿汚染していた (E，F)。また重度の 1名 (G) は，収

集したいすを「廊下の隅や居室Jに集めていた。

保管場所の認識は 軽度の A氏は，雑誌を「戸棚

の中にしまった」と言うなど正確に認識できていた。

他の対象者は，手元の保管のみであり，認識は不明で

あった。

A氏li，雑蒜を戸棚の中に保管していQo調査蓄が

保管場所を尋ね石と ，r I、イレの戸棚の中j と答;{，

そごから雑蒜を取ってぐ Q0 L-li"らぐたってタ A氏に

気づかれ右いようにトイレの戸棚を屈に行ぐとそごに

雑誌は無ぐ，探すと反対仰のトイレの戸棚に置いてあ

った。

E氏li，rかぱんがあったらλれQんじゃけどJr周
りに見られたらいけんjと言い 収薬物屈を者天の中

に保管Lていた。

Y氏は， 押し車のいすの部分(中に保管でき Qよう

に在っていQ) をあげてオムツをl被っていQo オAツ

とタオルと肢が;bQ。調査蓄が f大事在るのです ?J
と尋ねQと，rうん。Jとぎラ o raんでλれてい与の

ですか ?Jと尋ねQと f盗られたらいかんから。jと

言ラ。 rλれとったら，安心ですか ?Jと尋ね Qと，

fそうでる aいんよ。Jと言ラ O

A B D G E C F 

O 

O 
O 

O O O O O 
O O O O O O 

O 
O 

O 
O 

6.回収方法

スタップが収集物品を回収しようとした時の反応，

あるいは調査者が 100さんのものだから返しましょ

う」と返却を促した場合や「貸してくださpJと依頼

した場合などの反応を観察した。回収されることに拒

否を示したのは 7名中 6名 (A，B， C， D， F， G) で，

E氏のみ拒否せず全て回収に応じた。

回収されることに拒否を示した 6名中，軽度の 1名

(A) のみ回収を全て拒否し続けたが，自室に保管し

ているタオルを「溜まったら看護婦が持っていく」が，

「看護婦が持って行くのは仕方ない」と言った。他 5

名は，拒否する場合としない場合があった。 3名

(B， C， F) は，物品に記入しである名前を見て「他人

のものJ，尿汚染しているパッドを見て「汚れている

から」など，納得できる説明があった場合に返却して

いた。 1名 (D) は 他者の回収には激しく拒否した

がその後自ら返却してきた。このように全員が，何か

しらの形で『自分が手放す必要があると納得できた』

時点で回収に応じていた。またそのうち 3名 (B，D， F) 

は，収集物を手元に置いていない時の回収に対しては，

執着を示さなかった o 7名中 1名 (E)は，全て拒否

しなかった。

A氏が，r4， 5本貯ま Qと とってLーってかれてま

ラんや。Jと言う。調査書が fだれがとってぐんです

か ?Jと尋ねQと r;bぞご ふんal自されてLまっ

て，周めてまうや与 O その周にλってとっていってま

うんや。jとぎラ。調査者が f何でとっていってLま

ラのって言わないんですか ?Jと尋ねQと，{;青護婦

とってぐのはどうに6ならん。jと言う O

ズタップがC氏の子からスリッパを取与うとすQ

と殺Lぐ抵抗L-tc。その後おやつの時周に，1ID.とコッ

プ。を指し調査者に fごれどうすればいい。捨ててぐ Q
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んか。Jと言ラ。調査蓄が f片付けてきますよ。Jと言

うと，ズリッノfを指Lて fごれ品お願い。jと言う。

F氏の押し事かち調査者が取り出した原とりパッド

が，原汚染Lていた。 F氏/t白ら ，r汚れと Gじゃ与

う。jと言う。調査者が fぞうですね。捨てとさま L

ょうか。j と言うと fぞう Lてぐださ poJと回収に

応じGo

7 .認知障害の程度別の収集行動

認知障害別の行動を以下にまとめた O その行動を，

表 4に示す。

1 )軽度

『今の生活に必要なものJを『日常的に置いてある

場所Jから収集し， r少し離れた場所』に保管してい

た。物品を『自分のもの』と認識し，回収に対しては

全て拒否を示したが 『自分が手放す必要があると納

得』した場合には回収に応じていた。

2 )中等度

『今の生活に必要なもの』を『日常的に置いてある

場所』から収集し 『手元』に保管していた。物品を

『自分のものjr身近な人のもの』と認識し，回収に対

しては『自分が手放す必要があると納得』した場合に

回収に応じていた。

3 )重度

『過去の生活に関連した役割に必要なものjr今の生

活に必要なものjr大事なもの』を 『日常的に置いて

ある場所』あるいは『他者からJ収集し， r手元Jに

保管し管理していた O 物品を『自分のものjr身近な

人のもの』と認識し，回収に対しては拒否する場合と

しない場合があり 『自分が手放す必要があると納得』

した場合には回収に応じていた。

表 4 認知障害の程度別の収集行動

¥ 
軽度 中等度 重度

脳血管|生 晩発性AD AD AD AD 混合性 AD 

21/30 16/30 10/30 10/30 9/30 5/30 測定不能

A B D G E C F 

*物品の認識・ 今の生活に必要なもの 過去の生活に関連した役 今の生活に必 過去の生活 大事なもの
用途* 割に必要なもの 要なものと過 に関連した

去の生活に関 役割に必要
連した役割に なもの
必要なもの

*物品の所有 「自分のもの」 「身近な人のもの」 不明瞭
者の認識*
*収集方法* 日常的においてある場 他 者か 日常的にお 他者からと日常的において 日常的にお

所から らと日 いである場 ある場所から いである場
常的に 所から 所から
おいて
ある場
所から

*保管場所* 少し離れた 手ヌじに保管 少し離れた 手フEに保管
場所と手元 場所と手元
に保管 に保管

*回収時の 全て拒否 拒否する場合としない場合がある 全て応じる I拒あ否るする場合としない場合が|
反応*

V 考察

本研究では，収集癖のある認知症高齢者と常に行動

をともにし，収集物品，収集方法，保管場所などを観

察するとともに，どう認識し収集行動を行っているの

かに焦点、をあて，彼ら自身の言葉から収集の意昧を明

らかにすることを目的とした。つまり，収集行動の意

味を問pかけることで 認知症高齢者自身の視点から

収集癖を捉えることを目的としたのである O 本研究で

明らかとなった収集行動は 従来言われていた「無価

値で無目的な物品収集jではなく 何らかの意味で

『今の生活に必要なjr大事なもの』であるという価値

※AD:アルツハイマー型認知症

や欲求に基づいた行動であった。では，何らかの意昧

がある収集行動は 収集癖ではないと捉えられるので

あろうか。しかし菊池は 「収集癖を病的とする理由

として，全く価値のないものを選択的に集めるといっ

た表現が散見されるが それは観察者の了解を超えて

いることの素朴な表明にこそなれ 患者自身の価値観

や選択性，必要性，意味づけを考慮、した評価ではない」

と述べている 2)。つまり従来の「無価値で無目的な物

品収集Jという捉え方は あくまでも観察者側の視点

からの評価であるということである。常に彼らに問い

かけ，従来とは違う結果を得られたということは，本

研究では認知症高齢者自身の価値観を考慮した行動と
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して，収集癖を捉えなおすことが出来たのではないか

と考える。

では，そのような視点から収集癖を捉え直すことで，

看護援助の方向性は変化するのだろうか。そこで，収

集・保管・破棄(回収)という収集過程に沿って，認

知症高齢者にとっての収集の意味を考察しながら，看

護援助の方向性を考えてpく。

1 .収集物品に対する本人の認識と，収集することの

意味について

本研究では，認知症高齢者は何らかの意昧で「生活

に必要な」物品を収集しているという結果が得られた。

これは従来の，彼らが収集する物品は「不用なものJ
であるという捉え方 3) 4) とは異なる結果であった。

この従来の「不用なもの」という捉え方は，援助者側

の視点から収集癖を観察し 評価した捉え方であると

も考えられる。そして このように他者からの評価に

よる意味づけが中心となった理由としては，認知機能

障害による意味記憶の障害や言語能力の低下があげら

れる。つまり，物品の概念に関する意味記憶や言語中

枢は側頭葉に分布しており その部分の萎縮が見られ

る認知症では，病変の進行とともに物品を正しく想

起・呼称し，自分の思いを説明することが困難になる

ということである 7)8)。本調査でも，軽度の対象者は

雑誌を「読むものJで「読むため」に収集しているな

ど，他者から観察してその認識や用途は正確であった

が，認知障害が進行すると， I布団をなんかするのに

ちょうどppJから「スリッパ」を収集するなど，認

識や用途が不明瞭となっていた。このように，物品を

正確に想起し呼称することや 用途を他者に正しく伝

えることが困難なために 他者から観察すると無価値

で不用なものと評価されたのではないかと考えられ

る。

では，認知症高齢者が「生活に必要な物品を収集す

る」意味について考えてみる。人は老いる過程で，社

会的役割の変化や身体諸機能の低下など，様々な喪失

を経験する。認知症高齢者は 通常の加齢に加え疾患

ゆえの認知機能障害が加わるため 大きな喪失の過程

を経験しているといえよう。老年者が物を所有するこ

とについて，エリクソンは自分の所有物と自己のアイ

デンテイティは密接に関係していると述べている 9)。

また奥田は，認知症患者は対人関係の不安定性を反映

して，物や金銭への執着が増強すると考えられると述

べ，さらに物を所有することを通して存在不安などを

緩和し安心感を得るとも述べている 2)。本研究では，

彼らは収集物品を装飾品や高価なパックなどとは認識

せず， I夜寒いからj使うための「毛布」や， I母親であ

る自分」がそろえるべき「子どものスリッノリなどと

認識していた。つまり彼らは それらの物品を，生活

を楽しむためのものではなく 基本的欲求を充足させ

るため，あるいは自己の役割を遂行するためなど，彼

らにとっての「今」の生活に最低限必要な物品と認識

していると考えられたのである O また彼らは，デイル

ームにある毛布を「自分のもの」 枕を「孫のもの」な

ど，収集対象となっている物品全てを自分あるいはご

く身近な人の所有物品と認識していた。すなわち収集

行動とは，衣服や寝具など必要最低限の物品しかおか

れておらず，かつ「自分のもの」が少ない居住環境の

中で，彼らの生活世界の中での「今」に最低限必要な

物品を， I自分のもの」として所有しておく行動では

なしゅミと考えられたのである。

これらのことから考えると 彼らが「生活に必要な

物品」を収集するということは 基本的欲求を充足さ

せる物品を「自分のもの」として所有しておくことで，

安心感を得るという意味を持つのかも知れない。ある

いは自己の役割を遂行するための物品を収集すること

で，彼ら自身のアイデンティティの感覚を引き出すと

いう意味を持つのかもしれなt~o あるいは，その両方

の意味を持つのかもしれなt~ 0 本研究の結果だけでは

収集行動の根底にある心理的要因を十分に検討するこ

とは出来ないが，奥田の述べる存在不安もあわせ，今

後様々な側面から検討していく必要があると考える O

以上より，脳の気質的変化により引き起こされる認

知能力の障害に， r社会的な役割の変化JI居住環境J
などといった心理社会的要因が加わることで，収集癖

(行動)が引き起こされているという可能性が示され

たが，本研究の結果だけでは断定できなp。

2.保管に対する本人の認識と 保管することの意昧

について

軽度の対象者は，少し離れた場所にも保管場所を持

っておりまたその場所も正確に認識していたが，重度

になると着衣の中に入れたり抱えたりなど，常に身に

着け保管していたことから 物品の保管行為は認知障

害の程度と関連する傾向があると考えられた。池田は，

アルツハイマー型認知症患者は なんらかの記憶障害

で「物を置いた場所がわからなくなる」と述べており

10) 彼らは記憶障害の進行により保管場所を忘れてし

まう，あるいは保管したこと自体を忘れてしまうと考

えられる。それゆえ，認知症の進行に伴いだんだんと，

自分が記憶できる場所 つまり身近な手元に保管する

ようになるのではないだろうか。以上より，彼らにと

って保管する意味は，必要時に備えであるいは鑑賞し

て楽しむためではなく 集団生活の中で「生活に必要J
で「大事jな「自分のものjを 認知能力に応じて

「自分で管理できる場所」に確保し管理するという意

昧を持つ行為であると理解できた。

しかしながら，彼らが「自分で管理できる場所」で

収集物品を管理しているとしても 他者から観察して

保管行為そのものが問題となる場合がある。本研究で

4
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はMMSE9点と測定不能の 2名が，尿汚染している

尿パッドやタオルを 押し車や着衣の中に保管してい

た。菊池は，収集癖のある認知症患者の症例を提示し，

最初は収集物品を管理することが出来ていたが，重度

化すると収集のみで貯蔵管理が行えなくなった，と報

告している 6)。すなわち重度化していくに伴い，記憶

障害や失見当識の進行および判断能力の低下などによ

り，他者から観察して不適切な保管行為となると考え

られる。

3.破棄(回収)時の反応と 彼らが回収に応じる理

由について

本調査では，回収の必要があったときの援助に対し

て7名中 6名が拒否を示していた。この点については

奥田も， I直接取り上げようとすると抵抗や興奮を引

き起こすことが多かった」と述べている 2)。我々の調

査の結果をもとに推察すると 彼らにとって物品は

「生活に必要なJI大事なもの」であり，価値のある物

品を援助者が「取り上げようとしているJと感じさせ

てしまうために，拒否するのかもしれないと考えられ

た。つまり，当然の心理的反応であるようにも考えら

れたのである O

とはいえ，このように回収に対して拒否や興奮を引

き起こす一方で，なんらかの理由で「自分が手放す必

要がある」と納得すれば回収に応じていた。納得の仕

方については，物品に記入しである名前を読んでro
Oさんのものだから」と納得する あるいは汚れた尿

とりパッドをみて「汚れているからJと納得する，な

どであった。これは 先行研究では示されていなかっ

た結果である。つまり彼らは 物品回収全てに対して

拒否を示すわけではなく 彼ら自身が納得すれば最終

的には回収に応じるのである O それゆえ何よりも，彼

ら自身が「納得すること」が重要であると理解できる。

納得の仕方は様々であり，認知障害の程度や，本人に

とっての収集物品の意昧や病前性格などの心理的要因

など様々な要因に拠ると考えられ，本研究の結果だけ

ではその理由を断定することは出来なt'¥ 0 

4.収集癖のある認知症高齢者に対する看護介入への

示唆

収集・保管・破棄(回収)という収集過程に沿って，

認知症高齢者にとっての収集の意味を考察した結果，

次の 3点の示唆を得た。

まず第 1に，彼らは「生活に必要なJI自分のもの」

を収集しており，収集物品は決して不用なものではな

いという点である。看護者は収集物品や収集方法が，

収集する本人や他人所者の安全安楽を妨げないか，あ

るいは生活環境を保持する上で問題とならないか，な

どを判断し介入を行う必要がある。つまり看護者は，

収集物品が彼らにとって有用な物品であるということ

を踏まえ，彼らの収集行動が日常生活を送る上で問題

とならないよう，援助していくべきであると考えられ

る。

第2に，軽度の場合はある程度自分で保管管理でき

ているが，重度化するに伴い適切な保管が困難でかつ

常に身につけるという所有行為となるという点であ

る。看護者は，彼らが「自分で管理している」と認識

しているということを踏まえ 例えば軽度の場合は蓄

積した時に回収し 重度化すると脱衣時など手元から

離れた時に回収するなど 認知障害に応じた介入を行

っていく必要があると考えられる O

第3に，彼らは直接的な回収には拒否を示すが，何

らかの形で納得した時点で最終的には回収に応じてい

るという点である。認知症高齢者への介入時は，説明

や説得で行動を変容させようとせず，安心につながる

関わりを行い本人の納得を得ることが重要である 10)。

記憶の中でも感情へのインパクトの強い記憶は残存す

るといわれており 援助者が「取り上げようとした」

という記憶は残存すると考えられ 「取り上げる」と

p う方法で回収しではならないと 理解できる O 看護

者は，回収の必要がある際には 彼らが最終的には回

収に応じるということを考慮しながら，本人が納得で

きる説明を行う必要があると考えられる O

以上のように，認知症高齢者の行動を丁寧に観察し，

彼らの言葉を黙殺することなく また物事の「確かさJ
にもとらわれず，彼ら自身に収集の意昧を問いかけた

ことで，完全ではないまでも，彼らにとっての収集

(癖)行動の意昧を明らかにすることができたのでは

ないだろうか。また，認知症高齢者の持つ力は，他者

との相互関係により引き出されると言われており 11)

認知症高齢者の収集の意味を理解しようとする看護者

の関わりの姿勢そのものが 本人の持つ力を引き出す

援助になっていくとも考えられるのである。

羽結論

認知症高齢者の収集癖(行動)の意昧について明ら

かにすることを目的とし，収集癖(行動)の観察およ

び分析を行った結果 以下が明らかとなった。

1) I雑誌」を収集し「読むため」や，認識や用途は

不明瞭だが「大事なものJなど，何らかの意昧で

対象者の『今の生活に必要なjr大事なもの』を

収集している O また，物品認識や用途の明瞭さは，

認知障害の程度と関連している傾向がある。

2) r自分あるいは身近な人』の所有物品と認識して

収集している。また，認知障害が重度になると，

所有者の認識が不明瞭となる O

3) r自分で管理できる場所』に保管している O また

保管場所は，認知障害の程度と関連し変化する傾
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向がある O

4) r自分が手放す必要がある』と納得した時に，回

収に応じる。

以上より，認知障害の程度を踏まえ収集の意味を理

解した上で，看護介入を行うことの必要性が示され

た。

VH 本研究の限界と今後の課題

本研究の調査対象は 入院・入所中の認知症高齢者

のみであるという限界を持ち，所有物品が少ない，集

団生活である，などといった施設環境が影響している

可能性もある。また対象者が少ないことや，アルツハ

イマー型 5名，脳血管性 1名，混合性 1名と，認知症

の原因疾患に偏りがあることから 原因疾患の違いに

よる収集癖(行動)を考察するまでに至らなかった。

本研究の結果を一般化するには 症例数を増やす必要

がある。

今後も本研究課題を継続し 在宅生活を送る認知症

高齢者の収集癖(行動)との共通点と相違点，および

アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の収集癖

(行動)の共通点と相違点などを明らかにし，適切な

看護援助方法を構築していきたいと考える。
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Abstract 

Thepu叩oseof this study was to show the meanings of collectionism developed by persons with dementia. Seven dement-

ed subjects with collectionism， two male and five female， were studied. The average age was 79.6 :f:: 6.3 years old and 

MMSE scores ranged from measurement impossible to 21 points. The researcher spent several days with the subjects to 

observe collecting behavior. Then the researcher asked the subjects questions regarding their recognition of the items col-

lected and their usage. 

The results of the research showed that all subjects had specific items and a specific place for keeping their collection. In 

terms of personal meaning to the subject， the items were necessary for their 1俳 andwere precious for them. They regarded 

the collected items as belonging to them or belonging to a familiar person， and they kept the collected items for 

safekeeping. 

The awareness of collectionism (the items， their use， their owners) and the place for keeping the collection appears to be 

related to their degree of cognitive impairment， furthermore they accepted retrieval when convinced of the need to part with 

coUected items. 

These findings suggest that when giving support to people with dementia it is necessary to understand their behavior tak-

ing into account their degree of cognitive impairment. How to provide satisfactory explanation to patients remains a topic 

for future research . 
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