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広島県立保健福祉大学看護学科

選択科目「痴呆性障害看護特論j の講義に自己主導型学習法を活用した実習を組み入れた。この研究では，認

知症高齢者援助技術取得についての自己主導型学習法の効果を明らかにする。

実習協力施設において，学生が自ら設定した目標をもって認知症高齢者にグループで援助を実践し，その結果

を振り返り，より適切な援助を学ぶことを意図して実施した。

学生の目標は，全員が「コミュニケーションの方法JI活性化援助Jであり数名は「日常生活援助」をあげて

いた。学生の自己評価は「コミュニケーションの方法J I活性化援助Jはほぼ達成できたが どの高齢者にも実

践できるまでにいたっていないと記載していた。また日常生活援助Jの実践機会がなかったことを課題とし

てあげていた。

4年後期の時期に，学生の主体性を生かしたグループでの学習方法は，学生問の相互作用も活用でき，認知症

高齢者援助を学習する機会を設定することで，より具体的な方法を学ぶことにつながることが示唆された。
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はじめに

本学4年次後期の看護学生は 受け持ち対象を通し

て看護を展開する事が多く，対象を総合的に捉える学

習は終了している。ただ援助技術習得を中心に複数

の対象に援助する機会を持つことは少ないと思われる。

そのようななかで 特に「認知症高齢者」への援助機

会は，老年看護実習(3年次後期 3週間)の中でも短

期間であり，学生が援助技術を充分習得できていない

という意見を耳にすることが多い。このようなことか

ら，主に援助技術のなかでもコミュニケーション障害

の多い認知症高齢者にとって優先度の高いコミュニケ

ーション技術習得のために 臨床で「認知症高齢者」

に援助場面を設定することが必要と考えられた。痴呆

性障害看護特論は，今回4年次に設定された選択科目

であり，今年度が最初の開講科目である。

Majumdarllは「自己主導型学習法」について学習

ニードを自ら見極め，学習目標を設定し，必要な情報

や資源、を特定し，取捨選択し，学習し学習の成果を評

価するという一連のプロセスをとる学習法としている。

そして自己主導型学習法」が指導者と学生の関係

を見直し，学習者により多くの主導権をもたせること

で，従来の学習法に比べ，さらに教育効果をあげるこ

とを狙った方法と述べている。

卒業年次の学生の学習進行状況を考えると，学生自

身が学習課題を設定し，達成方法の企画・実施，達成

度の評価を行うという「自己主導型学習」の方法が自

己教育力の育成につながると考え この方法を試みた。

痴呆性障害看護特論に取り入れた結果認知症高齢者」

に対する理解が深まり 新たな援助技術についての学

べたという学生の評価が得られた。このことは，学生

自らが学習目標を設定し 計画を実施し評価する学習

法では，主体性が引き出され「動機づ、け」ができたと

思われた。藤岡ら 2) も述べている学生自身が自らの

力で解決して得られる「本当の意味での学び」につな

がる事が出来るのではないだろうかと思われた。

今回の研究目的は 「自己主導型学習法」によって，

認知症高齢者の援助技術習得への効果を明らかにする。

このことで，より学生の学びが得られる教授方法を検

討する。

研究方法

1 本講義までの学習状況

本学看護学科の学生は 3年次に老年及び成人看護

実習(急性・慢性)と母性実習， 4年次に小児，精神，

地域(在宅を含む)看護実習と成人・老人総合看護実

習を行う。老年看護実習では. 1クール 3週間の期間

内に病院実習 6日間・老人保健施設実習 6日間を行つ

ている。この実習においては受け持ち高齢者を，病院・

老人保健施設で各 1名ずつ決めて行っている。実習目

標でもある「高齢者の特性理解Jと「病院と老人保健

施設という生活の場での援助の特徴Jが学生の学びと

なっている。受け持ち高齢者としては認知症高齢者を

含むことはあるが，短い実習期間の中では特に「認知

症高齢者に対する援助」の経験を深めるまでには至っ

ていないのが現状である。

2 対象者と調査方法

1 ) 対象者は 15年度痴呆性障害看護特論受講生 12

名(このうち編入生 5名)であった。

2) 調査方法は，毎回の実習ごとに A4の用紙 1枚

の自由記載の記録として提出したものを分析した。

3 痴呆性特論の準備と進行方法

「痴呆性障害看護特論J(以下 痴呆性特論とする)

は平成 15年度より開講され， 4年次後期に 30時間・

1単位で設定されている選択科目である。

4年次後期の学生は ほぼ全部の講義と実習が終了

している学習状況であるため，学習方法はより学生の

主体的な活動が可能であると考え「自己主導型学習法」

を使用する学習法を設定した。シラパスには，講義の

目標として認知症高齢者の看護の視点での総合的

理解，認知症高齢者とその家族への援助技術，必要な

社会資源の理解など」を挙げている。

受講学生の多くが「老年実習で認知症高齢者との関

わりに関する学びが不十分だ、った事」を課題として挙

げていた。その課題を達成する方法はグループで考え，

各学生が課題を持ち「認知症高齢者」に関わり，結果

を自ら評価するという「自己主導型学習法」をとった。

講義開始前に，実習を依頼する老人保健施設に学生

数と実習内容が可能かどうか確認を取った。実習場で

は各フロアーのスタッフに指導を依頼し，教員 2名が

巡回した時に微調整を行う事とした。学生 12名が受

講し， 1グループ 3"'4名ずつの4グループ編成とし

た。

4 実習施設の概要

病院に併設型の介護老人保健施設(一般療養室 122

床，認知症専門療養室 42床)の認知症専門棟で実習

を行った。 1階から 4階の各フロアーに認知症高齢者

が約20名ずつ入所されており，認知症レベルは主に 1，

2階の入所者が軽度 3. 4階の入所者が重度であった。

施設は大学から徒歩数分の近距離であり，実習前後に

学内での講義，演習を行う事も可能であった。

ハ
υ

噌

t
i

t
a
i
 



広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 5(1) 109-117 2005 

H 実施と結果

1 講義(演習・実習を含む)の概要

初日に導入として 認知症高齢者の生活障害につい

ての講義を行った。その後 次回からの実習にむけて

グループ及び個人の「課題設定」を明らかにした。実

習前に各グループで計画の立案・準備を行う時間を設

けた。実習後にはグループ及び個人で実施した援助を

振り返り評価し，各学生に実習ごとの学びを記録し提

出するよう義務づけた。授業内容については表 1に示す。

2 各演習と実習の実際

認知症高齢者においては，非言語的なコミュニケー

ションの重要度が増すため 認知症高齢者援助にあっ

たては，コミュニケーション技術の学習が不可欠であ

る。認知症高齢者との言語的コミュニケーションのみ

では行き詰まり，認知症高齢者理解が進まないと思わ

れる。認知症高齢者理解が進むことは認知症高齢者の

問題行動(行動障害)の軽減につながると思われる。

したがって，特論ではコミュニケーション技術習得に

重きをおくことにした。

また，認知症高齢者の理解を深めるには，認知症高

齢者の反応を引き出すことに効果のある活性化援助の

習得も重要であると考え，学生の習得すべき課題にあ

げた。活性化援助は認知症高齢者だけに有効なもので

はないが老年看護方法論Jのなかでは短時間の講

義だけで終わっており 補充すべき学習課題として設

定した。これらのことから，コミュニケーション，活

性化援助を 2つの大きな学習課題として提示した。以

下は痴呆性特論での学習状況である。

1 )第一回目グループワーク:グループで各学生の「痴

呆性特論Jでの課題を話し合った。学生の実習課題は

主に 4つの内容に分けられた。

(1) 認知症高齢者とのコミュニケーション方法を

学ぶ-高齢者の自尊心を尊重した方法，非言

語的な方法，高齢者から怒られたときの対処

方法

(2) 日常生活活性化の援助を学ぶ一散歩， レクリ

エーション，回想療法，音楽療法，風船バレ

ー，ボーリング，玉入れ，カードゲーム，ゲ

ートボールなど

(3) 個々の高齢者に合わせた日常生活の援助方法

を学ぶ-食事援助，排油援助，移動援助など

のセルフケアを促す方法

(4) 問題行動の場面への対処法を学ぶ。

(1) (2)は，目的として必ず実施するようにした。

2 )一回目の実習状況:各フロアーに 1グループずつ

配置し実習を行った。実習終了までフロアーを固定し，

学生が継続して同じ高齢者に関われるよう設定した。

初日でもあり，緊張しながら高齢者に話しかけていた。

塗り絵や貼り絵を持って活用した学生もいた。

表， r痴呆性障害看護特論」の内容

回数 日時 場所 講義・演習内容 備考

講義・演習の展開についてのオリエンァーション

1 
10/1(火)

学内
「認知症障害の概要J 講義

1， 2限 老年看護実習で関わった痴呆性高齢者とのコミュニケーショ グループワーク
ンと援助過程を振り返り困難点と課題を明確にする。

2 
10/1(金)

施設 認知症障害の状況把握と必要な援助を学ぶ 実習(一回目)
1， 2限

10/2(火)
実習の振り返りと情報父換

演習
3 

1， 2限
学内 各学生の認知症障害看護の課題提起と課題達成の為の実習内

グループワーク
容の話し合い

4 
10/2(金)

施設 各学生の認知症障害看護の課題達成のための実習 実習(二回目)
1， 2限

10/2(火)
「認知症障害への環境面での援助」

講義
5 

1， 2限
学内 実習の振り返りと情報交換 施設入所高齢者への生活活性化

グループワーク
援助案作成

6 
10/3(金) 施設 施設入所高齢者への生活活性化援助

実習(三回目)
1， 2限 学内 学内での効果評価

7 
11/2(火)

学内
「認知症障害に関する社会資源の活用」 講義

1， 2限 実習で関わった事例の社会資源利用の課題，補足とまとめ グループワーク
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実習終了後は帰校し，グループワークおよび記録で

学びを振り返った。以下に抜粋する。

一回目の実習での学び(学生の提出した記録より抜粋)

くコミュニケーション〉

-時間をおき(再度聴く機会をもっ)，聴き方を変え

ると高齢者は自分の名前が思い出せた。

-信頼関係を築く事が大切である。

-高齢者が興味・関心のある話題の時はつじつまが

合う会話となった0

.塗り絵(田舎の家)で昔の話しができた。

-高齢者の答から話題をみつけると話しができた。

・職員の接し方からほめる」事が会話を促すのに

効果がある事がわかった。

-無理にグループで話しをしないほうがよいと思った。

く活性化援助>

. (何か始めるときは)声かけなどきっかけが大切で

ある 0

・塗り絵はやり方の手本を見せればできる事がわか

った。

3)二回目の実習状況: 前回の実習で対象高齢者の認

知レベルや行動パターンを把握し グループで実習内

容を計画し実施した。具体的な実施内容及び学びは表

2に示す。

4 )三回目の実習状況:前回の実習で「自分達が思っ

ていたように進まなかった」原因を話し合い，その学

びをもとに計画を立て実施した。具体的な実施内容及

び学びは表3に示す。

5 )講義全体として学べた事(学生が提出した記録よ

り抜粋):講義・演習・実習を通しての学びを個人で

記録にまとめた。その内容を表4に抜粋する。

計画・実施内容

表2 二回目の実習内容と学びの分類(コミュニケーションと活性化援助)

実習で学んだ事(学生が提出した記録より抜粋)

各高齢者の運動機能や認知機能に応じて援助したら投げる事ができた。(活)

・チームで投げる人を応援している場面が見られた。(活)

|・どの高齢者も自分が投げる時は笑顔だった。(活)
ペットボトルボー|

1G 1 "， J-." ・すぐボーリングをするのではなく話しをしてからレクを進めたら誘導がスムー
リング | 

ズに行えた。(活)

・話しかけや関わりがあると充分に合目的な活動や会話を楽しめる高齢者が多か

った(コ)

・ボーリングを終えて ピンを口に含んだ牛乳で(午乳を吹いて)倒そうとする

ボーリング大会01 高齢者がいたので 場所を変えて先に午乳を飲んでもらった。その後ではボー

グループと同様に| ルでピンを倒す事ができた。(活)
2G 1 ^ • ，，'. .. _ 'L. 1 

ペットボトルで作|・高齢者は 自分が興味のある事に対して集中力があった。(活)

製・手 本 を 示 す 事 が 大 切 だ とわかった。(活)

-レクに関心が持てるような環境の設定が必要である事がわかった。(活)

「上手にできましたね」と声をかけると嬉しそうな表情になった。(コ)

・25分間歌を歌ったらしっかりと歌ってもらえたが 終わった後に寝ている高齢

者がいたので休憩が必要だったと d思った。みんなに声をかける事が大切だとわ

かった。(活・コ)

・(歌が聞こえても)rしらん」と言った高齢者もしばらくして歌い出したので，

できる事を限定した見方はよくないと d思った。(活)

あまり反応がない高齢者も歌はしっかり歌っていたので 「歌Jを媒体としてコ

ミュニケーションをはかる事ができる事がわかった。(コ)

・高齢者が周囲に関心がないのではなく，認知症症状によって関心がないように

l 見えるのではないかと思った。(コ)
個別に地図を見る， 1 

4G 1 ~，・曲が流れると歌えない高齢者も音楽にのってゆれたり手拍子をしたりして活性
貼り絵・塗り絵 | 

化が図れた。(活)

音楽療法(歌を歌
3G I ~、

つ)

-ボディタッチは相手が安心できる効果があった。(コ)

注:コはコミュニケーション，活は活性化援助を示す
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表3 三回目の実習内容と学びの分類(コミュニケーションと活性化援助)

計画・実施内容 =回目の実習で学んだ事(学生が提出した記録より抜粋)

-玉入れは円形で行ったのでお互いの顔を見ながらチームで協力できた。(活)

-視力低下の高齢者にははっきりとした色の玉がよいと思った。(活)

高齢者が転倒しない為に身体をしっかり支えて さらに環境を整える事が大切

1G 玉入れ大会 だ、とわかった。(活)

運営は高齢者に手伝ってもらい 自分も参加しているという自覚を持てるよう

にする事が大切だ、と，思った。(活)

-行事の後に高齢者の感想、を聞き意見を反映させる事が大切。(活)

2G 貼り絵・音楽療法 ぬり絵はできない高齢者に学生が援助して全ての高齢者が楽しめた。(活)

会話だけがコミュニケーションではなく，一緒に歌ったり風船を声かけしなが

3G 風船バレー らパスしたり，うまく飛んだら「ほめたりJ，些細な事がコミュニケーションに

なる事がわかった。(コ)

歌詞を書いた紙を見ても歌がわからなくても曲を聴くと口ずさむ高齢者もいた。

4G 音楽療法 (活)

-重度の認知症の高齢者は集団で何かをする事がむずかしい様子だ、った。(活)

:コはコミュニケーション，活は活性化援助を示す

項目

表4 講義全体の学び

コミュニケーション

活性化援助

その他

内容

高齢者から怒られた時は非言語的コミュニケーションの対応もよいと J思った。怒る

のは不安や見当識障害によるもので「安心Jを保証する大切さがわかった。

-視力障害がある場合 コミュニケーションをとり色が(塗れるよう)促す事が必要。

タッチングなど非言語的コミュニケーションを取り入れていく事が大切。

-関わってうまくいかないときは 離れて見守る事も大切だとわかった。

-何か媒体を利用する事で お互いの理解が深まる事がわかった。

認知症が進行しても他者への関心は薄れるわけではなく コミュニケーションが障

害される事により他者との交流が持ちにくくなる事がわかった。

-認知症高齢者との接し方は 認知症のない高齢者と大差ない事がわかった。

-風船バレーの前に準備運動が必要であり，クールダウンも必要だとわかった。

-準備運動や歌などのレクへの導入も重要な計画だと学べた。認知症の段階で生活活

性化援助が違う事がわかった。

-デモをして示す事も大切だとわかった。

レクは介助者の配置(どの位置に立つか)，楽しめる環境作りの重要性が学べた0

.一緒に楽しむ事も必要だとわかった。

指先を使う事よりも身体全体を使う事や感覚を使う事のほうが より広い範囲の高

齢者が参加できると d思った

日常生活活性化は，認知症が重度になれば個人に働きかける方が効果的だとわかった。

認知症症状のフィルターを通してその人を理解してしまうが その人自身のパーソ

ナリティーを土台に理解していく事が必要である。

認知しやすい環境を作り 高齢者の「できる事を伸ばすJrできない事に直面させ

ないJという事が機能性と生活の質が維持・改善されると感じた。
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6 )学生の目標の達成度について

学生の目標の達成度は以下の通りである。

(1)コミュニケーションの方法を学ぶ

目標にあげた 10名の学生は， 3年次の老年実習

より多く学べたが ほぼ達成という表現が全員であ

った。職員の援助と学生自らの援助で学んだとして

いるが，内容ではどの認知症高齢者にも活用ができ

るまでに至っていないとしている。

教員は，どの学生もコミュニケーションの方法に

ついて学ぶことができていたことを記録から評価し

た。

(2)活性化援助を学ぶ

このことを目標にあげた学生は全員であり， 3年

次の実習より多くの援助を学べたと答えている。具

体的内容については 各高齢者の認知症レベルに合

わせて実施するまでにはいたっていないと述べてい

る。

教員としては，学生の記録には具体的な記述が多

かったため，活性化援助を学ぶという目標を達成で

きた評価した。

(3) その他

「コミュニケーションJI活性化援助」以外の目標

は， I日常生活援助J I問題行動への対処方法」であ

った。食事や排出などの「日常生活援助」を学ぶこ

とを目標にあげた学生4名は，機会がなく実際の援

助を学ぶことができなかったと答えている。

「問題行動への対処方法」を学ぶことをあげた 3名

の学生は，職員の関わりからの学びは得られたが学生

自らが対処できるレベルにまで習得できず不十分と答

えている。

実習の対象については ほぼ 2/3の学生が認知症

のレベルの違う高齢者の援助を経験したかったと述べ

ている。また，実習時間の不足や職員の援助を見学し

たかったなどと数名が記載している。

教員としては日常生活援助」と「問題行動への

対処方法」は， IコミュニケーションJI活性化援助」

以外であったため 学ぶことができなかったことはや

むを得ないこと判断した。

川 考察

1 各国の学生の学びについて

実習ごとに学生の学びを分析すると， 1回目の実習

では職員の援助場面を見学して学んでいるため知識と

しての表現が多かった。さらに 2回. 3回目の実習と

進行に伴って学びが学生自身の援助実施に伴う理解へ

と変化してきていることがわかった。このことから，

認知症高齢者と実際に関わり学ぶことが重要であり，

目的意識を持って行う実習の機会を設けることが必要
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だということが示唆された。また，表 2. 3の実習の

学びの分類では，認知症高齢者のコミュニケーション

と活性化援助技術の取得が進み 応用できる援助内容

にまで、学習内容が広がっていることがうかがえる。学

生が，自らが設定した課題を持って認知症高齢者と関

わり，実施した援助を振り返り関わり方を修正しなが

ら実習をおこなったことで 各認知症高齢者の特性を

理解した上での援助にまで学びを進める事ができたと

考えられる。

また，認知症高齢者は，認知機能障害による記憶障

害や巣症状などにより 周囲がその高齢者の思いを理

解することが困難である。このことは， Miller.and 

Morris3lが「認知症において発話は貧弱で断片的なも

のであることは明白である」と述べていることからも

わかる。学生が，認知症の病態・特性を理解した上で，

「コミュニケーションJI活性化援助Jという技術取得

という目的意識を持ってかかわれたことが，認知症高

齢者理解を深める上で非常に重要であった。学生が自

ら課題を設定して繰り返し関わった事で，その対象を

理解したいという思いが増し 認知症高齢者に対する

理解をより進めることができたと考えられる。

2 学生の自己評価

学生が痴呆性障害看護特論の開始時に設定した目標

は，主にコミュニケーションと活性化援助であり，学

生の記録から判断すると全員がほぼ達成という表現が

多かった。このことは 実習後の記録では多くの学び

として表現できているが，学生は自分の到達状況に満

足しておらず， 目標は「ほぼ達成Jという表現になっ

ていることが考えられる。そのため認知症高齢者への

援助意欲が高い学生が多かったことも考えられる。

また，同時にコミュニケーション技術の習得から活

用までにいたるには，今回の特論だけでは，まだ，不

十分と考えていると思われる。

少数ではあったが，食事，排t世などの「日常生活援

助」を最初に設定した学生は ほとんど学ぶ機会がな

かったという意見があった。このことは自己主導

型学習法」としての学習計画の作成と修正で教師と学

生の調整が不十分だ、ったと考えられる。前述の学生が

積極的に援助する機会を得られるように職員に申し出

ることを促すような教員の指導が不足していたと考え

られる。この要因を考えると，学生と指導者である教

員とのコミュニケーションの不足が考えられる。

Majumdar1l の述べていた学習計画「学習目的，学習

手法，学習期間，エビデンスとその評価j の作成・修

正が学生の意図を充分反映できていなかったことが考

えられる。そして，学習計画の 5つの部分である「学

習目的，学習手法，学習期間，エビデンスとその評価」

が学習計画について不可欠であり 明示しておかなけ
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ればならないと述べている。学生が自己選択した学習

目標であるが，どのように実習を進めていくのか「学

習手法」が具体的にイメージできなかったこと，学習

期間の中でどのような時間配分で学ぶのかなど明確に

できていなかったことが考えられる。

部分達成の目標については，特に「エビデンスとそ

の評価の部分」の補強が必要であったと考える。学生

と教員間での意見交換などが不足していたと考える。

3 講義全体の評価

1)学生の主体性について

3年次の老年看護実習に比べて対象に関わろうとす

る姿勢が多く見られ，活性化をはかるために「ボーリ

ング」や「歌詞」の準備などを率先して行おうとする

学生の姿がみられたのは，主体性の尊重という点で効

果があったと考える。

2)設定時期と学習方法について

本講義を設定した 4年次後期は 看護基礎教育の基

盤がある程度出来てきており，自己教育力を促進しや

すい時期だと考えられる。西脇ら 4) 斉藤ら 5)は学

生の自発性を生かした実習は，彼(女)らの自己教育

力の促進に効果があった」と述べている。実習経験か

ら学んで書いた記録は，学生自身の言葉で書かれてお

りより理解のレベルが深まっていると思われる。図 1

はA学生の学びが学生自身の力で獲得できたと考え

られる事例である。「コミュニケーションj での学び

が具体的になり援助の意味づけができていることから，

学生の自発性を活用する自己主導型学習は，自己教育

力の促進と同様の効果があったのではないかと思われ

る。さらに，藤岡ら 6) は変動する医療の中では看

護者自身が自己主導的に学んでいく事のできる学び方

の獲得が必要である」と述べており，臨床にでる直前

の学生に「自ら学ぶ」経験をさせる事は，自己教育力

の促進により有効であると思われる。

3)認知症高齢者への援助の理解の深まりについて

学生が自分を振り返って 客観的に援助者として認

知症高齢者に関わってその効果を明確にしていく経験

を重ね，一人一人の高齢者の特徴を見定め適切な援助

ができていくことが考えられる。

IV 特論の限界と今後の課題

1)グループでの討論は，余り深まらなかった印象

が残っている。それは 3""4名という少数で行った

事， 13名の受講生が必ずしも交流の機会がある学生

ばかりでなかった事などが要因として考えられる。ま

た学内でグループワークの機会が多く設定されている

が，学生がグループワーク展開の技術をどの程度活用

できるのか疑問は残っている。学生が各自の学びをグ

ループ内で共有できたか確認は不十分なので， A学

生のような学びが更に学生問で共有できるようにする

事も，今後の課題としてあげられる。

2)施設側からのフィードパックは実習の中で学生

自身が受けているが，必ずしも教員が施設側からの情

報として確認で、きていなかった事は，より適切な援助

方法を学ぶ上で不足していた点と考えられる。

3)各学生の到達度を評価するためには認知症高

齢者」に対するコミュニケーション技術や，対象を捉

えるアセスメント能力が3年次よりどの程度成長でき

ているのか判断するために必要な情報などが不足して

いる。受講学生のうち， 3年次の老年看護実習で著者

が指導した学生は半数程度で，指導に関わっていない

学生の大半は今回の講義で初めて対面した編入生であ

った。

4) 今回使用した評価資料は学生の主観的記録と教

員の主観的印象によるもので客観性に不十分な面があ

り，評価表等の客観的に評価できるツールを使用する

事も考慮していく必要がある。

おわりに

学生が自ら課題を設定し その課題を直接高齢者に

援助して振り返る事ができたのは，認知症高齢者への

援助技術取得を明確にするという点で貴重な体験だ、っ

たと思われる。今回小集団で行ったグループワークの

活用には，今後改善の必要性がある。また学生自身の

評価と教員側，施設側の評価が合致していたのか，詳

細に検証していく事が必要とされている。学生の裁量

に任せる部分が多い計画には 教員側と施設側の大き

な許容量が必要となってくる。今回は特に施設側の協

力により実施可能になったが，この事も大きな実習環

境整備の条件であろう。認知症高齢者の理解と援助に

ついての学びを深める為には 多くの高齢者に接して

言動の意味を考え経験を重ねていく事が必要と思われ，

学生が実習だけでなく日頃から認知症高齢者に対する

活動ができるような環境設定が必要だと考えている。

今回の講義・演習・実習の内容などを振り返り，学生

が認知症高齢者に対する適切な援助をより多く学び，

実践する事ができるよう 改善していくつもりである。

この実習に快く協力下さり きめ細かいご指導をい

ただいた施設の職員の皆様と，実習を受けて下さった

高齢者の皆様に心より感謝します。また，この論文を

まとめる事を了解して下さった学生の皆様にも感謝い

たします。
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課題:コミュニケーションが難しい方への対応方法→課題設定

巴C
言葉がはっきり聞き取れないえjに、あいづちをうったり、理解できた内容だけを返

す事しか出来なかった。どうしたらいいのだろう…→戸惑い ~ 
職員の方は、タッチングやジェスチャー

を交えて話しかけ、そうするとその方も

笑っておられた。→臨床での経験

その後の講義で、訴えを傾聴したり、理解できた

部分は相手に返したり、気持ちに共感したり、タ

ッチングなども取り入れる事が大切であると学

んだ。→行った援助の看護学的意味付け

コミュニケーションが難しい方を避けるのではなく向き合う事が大切。→一般化

〔実習終了 ~I 一義で自分の対抗良かったMと知った →自らで枇

図 1 学生Aの学びの変化
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A Trial of Self-Directed・LearningMethodology in an Effective 

Course on Nursing Elderly Patients with Dementia 

Miyuki OIKE Yoko HANDA 

Department of Nursing， Hiroshima Prefectural College of Health Sciences 

Abstract 

In the elective subject entitled “Special Course on Nursing Elderly Patients with Dementia"， we included a new placement 

for clinical practice incorporating the methodology of self-directed learning. The aim was to have groups of students 

establish their own goals for supporting elderly patients with dementia， evaluate the outcome of their support， and consider 

possibly more appropriate methods. 

With regards to methods of support， all the students chose “communication method" and “activity support". The students' 

self-evaluations showed that they were mostly able to apply “communication method" and “activity support"， but not for all 

of the elderly patients. 

With regard to“Daily Life Support"， a problem arose in that the students found they had little opportunity to put this 

method into practice. Our overall conclusion is that the students benefited from this more practical approach which， building 

on the learner autonomy they had developed by the second semester of their fourth year， facilitated interaction amongst 

students， and also provided them with an opportunity to learn directly about support for elderly patients with dementia. 

Key words : elderly patients with dementia， nursing， self-directed-leaming methodology 
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