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認知症への非薬物的介入

- 生活指導と心理社会的治療-

宇 野 正 威 (吉岡リハビリテーションクリニック,東北福祉大学)

認知症への非薬物的介入として,日常生活の指導,心理社会的治療法の現状 と問題点,芸術療法

(美術療法と音楽療法)の目指す目的について論じた.生活指導には,摂食,排滑,セルフケアなど

の基本的生活に関わるものと,炊事などの知的行為を維持し,社会参加により社会とのコミュニケー

ションを保つ積極的な生き方に関するものがある.心理社会的治療法は非常に多彩であり,その背景

となる考え方も異なる.その中の主な治療法について,その内容と最近出版された総説を基にした評

価をまとめた.主に,無作為対照比較試験による研究報告の検討であり,行動療法と介護者への心理

教育的介入を除いては厳しい評価を受けている.芸術療法については,｢認知症患者の合奏｣と ｢臨

床美術｣を取 り上げた.認知症の中核 ･周辺症状にどのような効果があるかの観点ではなく,認知症

患者の生活の質をどのように高めるかの観点から論じ,最近のリハビリテーションの考え方の中での

位置づけを考察した.

は じ め に

認知症は,記憶,言語,行為,認知などの知的

機能の障害だけでなく,感情への障害をもたらし,

生活機能全体を大きく低下させる.そのため,認

知症に対 して,薬物療法だけでなく,さまざまな

非薬物的介入が広く行われている.後者は非常に

広い範囲におよび,一般的な生活指導から,心理

社会的治療 としてまとめられる介入法,および家

族教育も含む.本論では,認知症,とくにアルツ

ハイマー病 (AIzheimerdisease:AD)に対する

非薬物的介入のなかで,主に次の点について述べ

る.すなわち,日常生活の送り方についての指導,

心理社会的治療法の現状と問題点,および筆者が

関係する芸術療法 (美術療法と音楽療法)の意藁

についてである.そして,認知症におけるリハビ

リテーションの意味について考察する.

1. 生 活 指 導

日常の臨床においては,初診時に臨床症状をも

とにおおよその診断がなされ,診断確定のために

神経心理学的検査と画像検査の方針を立てる.そ

れと同時に,その時点でADLにどのような問題

が あるか を,主 に,DAD (Disability Assess一

mentforDementia)などを用いて把握する.蕊

ず,摂食,排滑,身体活動 (移動),身辺 自立

(self-care)などのbasicADLを調べる.次い

で,電話を掛けることができるか,交通手段によ

る外出がどの程度可能か,買い物や食事の支度が

できるか,金銭管理と服薬管理ができるかなど,

instrumentalADLを把捉する.その後に行われ

る神経心理学的検査により,記憶と知的機能全体

を把握 し,basicADLとinstrumentalADLの

レベルと合わせれば,認知症の重症度が評価され

る.ADの場合にはその段階付け,すなわち初期

にあるか中期にまで進んだかがわかり,介入すべ

き生活上の問題が把握できる.

生活指導は,表 1に示すように,基本的生活の

管理と,日常生活機能を低下させないための積極

的な働きかけがある.初期および中期前半にある

ADでは,次のような指導を行う11).まず,でき
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表 1 生活指導

1. 基本的生活の管理 (栄養,服薬,衛生)

2. 日常生活機能の低下を防ぐ対策

(1)場所見当識 :外出 ･散歩

(2)実行機能 ･行為系列 :炊事,園芸,陶芸

(3)コミュニケーション:社会参加

るだけ外出と散歩をするように促す.単に身体的

活動としての散歩ではなく,場所見当識障害を少

しでも遅らせるため,交通機関も利用して少し遠

くまで外出し,街の中を歩き,公園で散歩を楽し

むこと勧める.第二は,知的な行為を日常生活の

中に組み入れることである.AD患者はある段階

から,頭頂葉と前頭葉の機能低下を反映して,追

具を使用する行為系列を行いにくくなる.これは

個々の運動 ･動作の障害ではなく,行為全体の段

取りが巧 く行かなくなるためである.そのような

行為障害を防ぐために,手と道具を使用した知的

な行為系列を日常生活の中に取 り入れる.炊事,

園芸,陶芸,工作など何でもかまわない.継続す

ることが大事であり,そのためには本人が興味を

持って行うことが求められる.第三は,何らかの

意味での社会参加である.その目的は,病気の進

行に伴って,言語コミュニケーションが障害され,

社会性が低下して行 くことを少しでも防ぐためで

ある.そのためには,碁,将棋や各種ゲームを趣

味とし,家族とあるいはグループのなかで活動す

ることが好ましく,また,地域で行われているコ

ーラスや踊り,ダンスなどの活動にできるだけ参

加することを勧める.

中期後半に入ったADでは,基本的日常生活

の管理 (栄養,服薬,衛生)の比重が重くなる.

しかし,やはり自宅に閉じこもらないように,デ

イサービスなどに参加し,そこでのプログラムに

従いながら,少しでも積極的な生活をするように

勧める.

2. 心理社会的治療

認知症に対する心理社会的治療は非常に多彩で

表2 精神療法と心理社会的治療1)
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a.行動に焦点を当てたアプローチ :行動療法,介護者

への心理教育的介入

b.感情に焦点を当てたアプローチ :回想法,確認療法

C.認識に焦点を当てたアプローチ :RO,認知訓練療法

d.刺激に焦点を当てたアプローチ :芸術療法 (美術療

法,音楽療法)

あり,その背景となる考え方,実施方法は異なる.

米国精神医学会が編纂した治療ガイドラインl)に

よると,それらはQOLを改善し,日常生活機能

を最大限まで広げるという共通した目標を持ち,

付加的な目標として,認知,感情,行動の改善も

目指 している.すなわち,心理社会的治療 は

QOLの改善を目標の中心においている.したが

って,これらは薬物療法と対比的に捉えるのでは

なく,認知症患者の生活をサポー トするための基

礎をなすと考えるべきであろう.心理社会的治療

は,ガイドラインによれば,行動,感情,認識,

刺激のそれぞれに焦点をあてたアプローチに分け

られる.表 2は各アプローチに分類される治療法

のうち主なものを取り上げた.

心理社会的治療の効果については非常に多くの

報告がなされ,総説も行われている.Livingston

ら7)による,認知症の精神症状管理に対する心理

学的アプローチの総説は,個々の論文のエビデン

スレベルを評価した上で,さまざまな治療法の推

薦度をA-Dの4段階にまとめた.また,コク

ラン･ライブラリーは回想法,認知訓練療法,育

楽療法など非薬物的介入法のいくつかを取 り上げ

ている.これらの総説では,無作為対照比較試験

(RandomizedControlledTrials:RCT)で行わ

れた研究報告を中心に論じられており,これまで

の研究報告に対する評価は厳しい.一方,施設に

入所している高齢者の攻撃的行動に焦点をあてた

非薬物的介入の総説6)では,RCTにはこだわら

ず,個々の論文を検討し,各種介入法の評価をし

ている.各治療法の概略 とLivingstonらの総説

によるその推薦度と問題点を記す.
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(1)行動療法 :推薦度 B

認知症患者が行動上の問題を起こしたとき,そ

れらを発生させた原因を分析することが重要であ

る.問題行動の注意深い記載 (いつ,何処で,ど

のくらいの頻度で起きているかなど)を行い,そ

れぞれの問題行動に先立って何が起き,どのよう

な行動に至ったかを調べる.すなわち,問題行動

に先立つ行動や環境因子が見つかれば,それをで

きる限り少なくするような介入の方針を立てられ

る.RCTを用いた比較的規模の大きい行動療法

研究の結果は一貫して肯定的であり,その効果は

6ヶ月間持続する.

(2)介護者への心理教育的介入 :推薦度A

介護者に支持的なカウンセリングを行いながら,

患者とのコミュニケーションをどのように改善す

るかを教示し,訓練する心理教育的介入である.

多 くの報告はこの介入でagitationなどの行動上

の問題の頻度を減少させたという.RCTを用い

た研究でもエビデンスレベルは高 く,効果は比較

的一貫しており,数ヶ月持続 したとある.Lan-

drevilleらの総説6)でも,施設のスタッフへの教

育と,介護環境の改善が最も有効であったという.

(3)回想法 :推薦度D

回想療法は,患者が自らの生活史を思い起こす

ことで,彼らの記憶と感情に良い刺激を与えよう

とする治療法である.通常,グループ活動として

行われており,過 1回以上集まり,昔の物品,写

真,音楽,ビデオなども利用しながら,過去の出

来事を話し合う.例えば,｢学校の出来事で一番

楽しかったこと｣をテーマに,昔の教科書を見せ

合いながら学校時代の思い出を語 り合う.欧米の

施設では広 く行われており,日本でも最近この介

入法を取 り入れている施設が増している.抑うつ

感の改善,不安の軽減,行動上の問題に対する効

果を示唆する報告もあるが,まだ充分な検討がな

されているわけではない.RCTを用いた研究で

は,一貫した結果が得られていないという7,16).
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(4)確認療法 :推薦度D

確認療法は,認知症患者とのコミュニケーショ

ンを通じて,感情に訴える心理社会療法である.

過去との感情的なつながりを確認することで,自

尊心を回復させ,他人とのコミュニケーションを

促進し,ストレスや不安を減らそうとする.易怒

性への効果を示唆する肯定的な報告もあるが,対

照群との比較ではその効果はまだ証明されていな

い.

(5)RealityOrientation(RO):推薦度D

ROは,自分の置かれている状況を認識できな

い患者に対して,時間と場所の見当識を訓練し,

現在への方向付けを行うことを目的とする.一般

的には,決められたプログラムに従って,自分の

名前と年齢,家族の名前,現在いる場所と日時な

どを訓練する.一般的な常識や判断力についても

学習する.それによって,周囲の状況をよりよく

理解させ,認知症患者の自己規制や自尊心を回復

しようとする治療法である.入院患者や外来患者

を対象とした研究の中に,引きこもりが緩和し,

言葉を発する回数が増えたなど,行動と社会との

コミュニケーションの評価尺度で,効果を示す報

告もある.しかし,比較的規模の大きく,しっか

りした構成のRCTによる研究では,行動上の変

化は証明されなかった7).また,ROで注意すべ

きことは,かえって怒り,欲求不満,抑うつなど

が引き起こされた症例報告があることである.

(6)認知訓練療法 :推薦度B

認知訓練療法はROから派生した治療法で,認

知症患者に事実としての知識を繰り返し教えるの

でなく,情報処理の仕方を訓練する方法である.

Livingstonら7)は,治療直後とそれに続 く数ヶ月

間は精神症状の改善が見 られ,QOLの改善を見

た報告もあると述べ,B評価を与えている.しか

し,Clareら3)は,コクランデータベースにて検

討し,認知機能にある程度の効果が示されている

が,統計的に有意とはいえないとし,その有効性

については結論を保留している.日本において,
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音読 ドリルや計算 ドリルを用いた学習療法5)が稚

告されているが,その評価は今後であろう.

ここで取り上げた総説で主張されているように,

非薬物的介入法の効果は基本的には,体系化され

た無作為抽出対照試験によって証明されるべきで

あろう.しかし,心理社会的治療法にはさまざま

な方法が含まれており,背景となる考え方も異な

る.認知症の中核症状である認知機能や行動上の

問題を対象とした介入法が多いが,生活面全体の

質を高めることを目標とする介入法もある.それ

ら全てを,RCTで証明すべきであるという考え

に筆者は賛成しているわけではない.ここでは私

が関係している美術療法と,多少関係したことの

ある音楽療法について,その意義と,リハビリテ

ーションの中での位置づけを,上記とは異なった

観点から述べる.

3.音 楽 療 法

音楽療法が認知症のケアに効果があるという報

告は,ヨーロッパ ･アメリカにおいて1986年頃

から提出され始めた.とくに,1991年のアメリ

カ上院聴聞会 (SpecialCommitteeonAging)

において音楽療法が取り上げられ,研究基金が提

供されたため,1992年から1994年にかけて多く

の報告がなされた.Brotons2)はそれらを概観し

て,次のようにまとめている.(》社会的 ･情緒的

スキルを高める:周囲の人達とのとの感情的交わ

りが多くなり,介護者との触れ合いが深まる.②

認知的スキルを高める:なじみの曲と歌詞が記憶

を喚起すると共に,その記憶の保持を強化する.

(卦行動上の問題を管理するための代替療法として

も役に立つ.そして,音楽活動の中でも,楽器演

奏とダンスないし音楽に合わせた体の動きがAD

患者に相応しく,病状が進行した段階でも彼らは

参加できるという.

一方,Vinkら14)は,音楽療法の認知症に対す

る効果について,対照群を設定して研究された5

報告を選び出し,総説 した.それ らは,agita-

tionなどの行動上の問題が軽減した,認知機能
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面では言語の内容 と流暢性が改善した,感情面が

豊かになった,と示唆した.しかし,評価者はこ

れらの論文には,研究方法上の問題があるとし,

これらから音楽療法が行動的,認知的問題を減少

させ,社会的 ･感情的機能を改善するという結論

は出しがたいと指摘した.なお,日本においては,

介護施設,デイサービスにおいては,音楽活動は

ごく一般的に行われているが,音楽療法士の指導

のもとで音楽療法として行われている活動はまだ

多くはない.そして,その治療的効果を,とくに

対照群を設定して検討した報告は僅かである.

音楽療法が認知症の認知と感情面にどのような

効果があるかという音楽療法士の観点ではなく,

彼らに音楽がどのように感動を与えることができ

るか,という音楽家の観点から音楽を試みている

グループがある.折山らによる 認̀知症患者の合

奏 'である9).そこでは,合奏により,すなわち

音楽を ｢する｣ことで,自分の気持ちを表現する

ように働 きかけている.折山によれば,音楽 を

｢する｣ことは,もともと,日々の労働,収穫へ

の感謝など生活に密着しており,全身で表現され

るものである.誰 もが心の奥底に,幼い頃からの

生活の中で培われた音楽的感性- リズム感覚

- を持っている.その感性を,打楽器や鍵盤楽

器を用いて,引き出そうというのである.

合奏の間,演奏者は他の人たちの演奏と協調し

なければならない.そのため,合奏にはいると緊

張感が高まり,自分が何をしようとしているかだ

けでなく,他の人たちが何を行おうとしているか

に注意を払うようになる.そうして,それぞれが

役割を果たし,全体としてまとまった音楽が奏で

られると,充実感と感動を伴うようである.この

音楽活動は,認知症の中核 ･周辺症状に対しどの

ような効果を持つかという観点ではなく,音楽が

認知症に悩む人にすぼらしい感動を与え得ること

を示したことに意義がある.

4. 美 術 療 法

ヨーロッパ ･アメリカにおける認知症への美術

療法の報告は,美術療法士による逸話的なものが
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表 3 臨床美術4)

1. 美術活動そのものを楽しむ

2.論理思考 (理性)でなく直感思考 (感性)で制作す

る

3. 総合的に働きかけ,会話を促し,社会的繋がりを回

復

多い.それらの報告15)によると,患者が作品を

通じ他の人とのコミュニケーションを回復し,孤

立感を癒し,自信を持つことができる.そして,

患者が美術を通じて自分を表現することが最も意

味があると述べている.日本の介護の場でも美術

活動はごく日常的になされている.よく考えられ

たプログラムのもとでの活動もあるが,その内容

はしばしば幼稚で,社会人 ･家庭人として長 く活

躍してきた人に相応しいとはいえない場合も多い.

そのような中で,金子健二らが始めた ｢臨床美

術｣4･13)は,美術の専門家がさらに介護の研修を

受けて行っている独創的な美術療法である.表 3

に示すように,その特徴の第一は,美術制作活動

そのものを楽しむことであり,訓練を目的にした

ものではなく,また作品を心理学的に分析するも

のでもない.第二に,その指導方法は,論理 (哩

性)的に描 くのでなく直感 (感性)を大事にして

いることである.上手な絵を描 くことは求めてい

ない.独自のカリキュラムのもとで,作品に気持

ちが込められるように指導する.第三は,全体の

プロセスを大事にしていることである.その時々

のテーマに関する話を行い,歌を歌い,昔の記憶

とそれに伴う感情を呼び戻す.そして,制作には

いると,お互いに会話をするように勧め,最後に

作品について皆で感想を述べ合う.この活動は数

人から10人のグループ活動として行っており,

その中で社会的繋がりを回復することの意義が大

きい.

臨床美術の効果は,1年ごとにウェクスラー知

能検査法 (WAIS-R)などを用いて検討してい

る8).介入群では,1年後の言語性知能 (VIQ)

についてはほとんど変化がなく,対照群と比較す

ると,下位項目 ｢理解｣の保持されていることが

目立った.動作性知能 (PIQ)では,下位項 目

精神経誌 (2007)109巻 7号

｢組合せ｣など視覚認知に関係した検査項目が 1

年後に有意に改善していた.認知機能への効果は

約 1年間続 くが,2年以上 の経過で はVIQも

PIQも漸次低下した.しかし,対照群 との比較

では認知機能の低下の割合は軽度であり,少数で

はあるが,4年以上美術療法を続けている症例も

ある.長い経過で見ると,美術活動を続けること

により,感情面と社会性が保たれることの意義が

大きい.｢臨床美術｣の場では,途中からで落ち

着きがなくなる患者も見られるが,ほとんどの症

例は約 2時間の制作活動に最後まで携わり,感想

会においても賑やかな発言が続 く.此処が美術制

作活動の場というだけでなく,社交の場になって

いることが感情面を支える上で役立っている11).

そして,美術制作活動が,デイサービスや他の地

域活動への参加の契機ともなり,1週間の生活の

リズムが形成されていることが,彼らのQOLを

高める要因となっていると考えられる.

お わ り に

2001年に国際保健機関 (WHO)の総会におい

て ｢国 際 生 活 機 能 分 類 (International

ClassificationofFunctioning,Disability,and

Health:ICF)｣が採択された.これは1980年の

国際障害分類 (InternationalClassi丘cation of

lmpairment,Disability and Handicaps:

ICIDH)を改定したものであるが,20年ぶ りに

障害概念が根本的に見直され,全 く新しい考え方

による国際分類である.ICIDHにおいては, 障̀

害 'を機能障害 (Impairment),能力障害 (Dis-

ability),社会的不利 (Handicap)という階層構

造で捉えていた.それに対 し,ICFでは,心身

機能 ･身体構造 (BodyFunctionandStructure)

の障害,活動 (Activity)の制限,参加 (Parti-

cipation)の制約の全てを包括的に ｢生活機能｣

として捉えている.そして,Impairmentを過大

視するのではなく,三者の相互作用を重視してい

る.とくに,図1に示すように,マイナス (障害

部分)をできるだけ少なくすると共に,プラス

(残存能力 ･潜在能力)を引き出すことの重要性
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図1 リハビリテーションのめざすもの10)

を強調している10).芸術療法 (美術療法 ･音楽療

法)は,認知症の障害部分 (マイナス)に対して

は限られた効果を示すのみであり,むしろプラス

を引き出すことに意義があろう.認知症という深

刻な障害を持つ人にとって,芸術療法を通じて,

まだ残されている健全な機能を増大すること,港

在能力を引き出すことは,少しでもQOLを高め

る上で重要である12).芸術療法の目的は,そのよ

うなプラスの増大を通じて,その人なりの心豊か

な生活に導くことであると考える.
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