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目的：日本の介護保険施設等では認知症高齢者の援助方法のひとつ

としてアクティビティケアが注目されている．実践の現場では職員

が各々の経験と認識に基づいて判断している現状がある．本研究で

は看護職・介護職が重要と認識するアクティビティケアの評価基準

を類型化することによって，その特性を明らかにすることを目的と

した．  

方法：中国地方 5 県に所在する全ての特別養護老人ホーム・介護老

人保健施設の看護主任および介護主任に郵送法による質問紙調査を

実施し， 657 名を分析対象とした．調査は認知症高齢者に対するア

クティビティケアの評価基準に関する項目について主観的な重要度

を 5 段階尺度で回答を求めた．重要度の類似性を検討するため階層

的クラスター分析と多次元尺度構成法 (ALSCAL)を併用して分析し

た．  

結果：クラスターは  1「快・安楽の状態」，2「自発性」，3「緊張状

態の消失」， 4「他者との交流」の４つに分類された．重要度の平均

値は高い順からクラスター 1 (4.48)，クラスター 2 (4.23)，クラスタ

ー 3 (3.95)，クラスター 4 (3.48)であった． 2 次元モデルにおいては

ストレス値 0.113, 決定係数 RSQ 0.948 で良好な適合度が示された．

次元 1『複雑性』では，単純な表現から複雑な行為を表すクラスタ

ーが平均値の高い順に布置され，より単純な行為が重視されていた．

次元 2『開放性』では，中央付近とその下方にあるクラスター 1 と 2

の平均値が高く，上端のクラスター 3 と下方にあるクラスター 4 が

低値であった．医療的な問題解決や高次の社会的な開放性よりも，

個人の快・安楽や自発性などの個別的な開放性が重視されていた．  

結論：従来のアクティビティケアの目的別の分類のみでは把握でき

なかった 4 類型と 2 次元構造の抽出によって，評価基準の重みづけ

の方向性が明瞭となった．その主観的な重要度の認識には，行為の

複雑性と個別的な開放性に着目し，視覚的なわかりやすさ，測定可

能である汎用性を目安にしていると考えられた．  
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緒言  

日本における認知症高齢者の人口は年々増加傾向を示し，2010 年

には 280 万人に達している．その内の 3 割は介護保険施設に居住す

る高齢者である 1 )．施設サービスにおいてアクティビティケアが認

知症高齢者に対する有効なケアとして注目されている 2 ) 3 ) 4 )．   

アクティビティとは「 ADL を超えて well-being の感覚を得るため

や自尊心，楽しみ，快さ，健康教育，創造性，成功感，経済的・感

情的自立を得るために追求される活動」 5 )であり， 1990 年代に米国

から入ってきた概念といわれている 6 )．これはアクティビティ専門

職によって提供されている 7 )のに対し，日本では看護職・介護職に

よって提供されることが多い．そのため，実践的なケアと融合し独

自に発展した概念 8 )としてアクティビティケアという用語が広がり

をみせている．ここでは，アクティビティケアとは「その人独自の

アクティビティを支援すること」を意味する．認知症高齢者は自ら

を適切に表現することが困難である場合が多く，ケアを提供する側

との相互作用のなかから一人ひとりの反応に応じてその人固有の特

性を類推し，生活や活動の質を高めていくケアが求められている．  

その評価については認知症高齢者自身の主観的評価を得ることが

難しいため，職員が各々の認識に基づいて判断している現状がある．

このような判断は個人の価値観や経験の度合いに依拠するためさま

ざまな差異を生じる．しかし，経験知による基準も重要であり，臨

床経験のなかから形成された看護職・介護職による評価基準の重み

づけの方向性を探ることは，ケアの適正な評価と効率的フィードバ

ックを可能とする．先行研究ではアクティビティケアの実践報告が

ほとんどであり，経験的重要度を実証的に分析したものは極めて乏

しい．  

そこで本研究では看護職・介護職が重要と認識する認知症高齢者

のアクティビティケア評価基準を類型化することによって，その特

性を明らかにすることを目的とした．  
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方法  

対象：中国地方 5 県全ての特別養護老人ホーム・介護老人保健施

設 807 施設の看護主任・介護主任 1 名ずつ，計 1614 名を対象とし

た．職位を主任とした理由はケアの評価に際し一定程度の職務経験

を有することが妥当と考えたためである．各施設は独立行政法人福

祉医療機構が運営する WAM-NET（Welfare And Medical Service 

Network System）に登録されている施設から抽出し，郵送による

質問紙調査を実施した．回収数 774（回収率 48％）のうち対象外の

職種による回答票 2 件と欠損値のあるものを除く 657 名を分析対象

とした．  

 調査内容：  既存の認知症高齢者のアウトカム評価基準の項目

9)10 )11 )12 )と筆者らが 2009 年に事前調査として行ったアクティビテ

ィケアの評価に関するグループインタビューの結果に基づいて 50

項目を設定した．各項目について「アクティビティケアの効果を評

価する基準として重要であると思うかどうか」の回答を求めた．こ

の主観的重要度は 5 段階評定法（ 5：とても重要である～ 1：まった

く重要でない）を用いた．  

分析方法：クラスター分析と多次元尺度構成法との併用によって

変数間の「距離」と「位置」という 2 方向から相補的に類似性・非

類似性を捉えることができる 13)14 )15 )ため両者を併用した．階層的ク

ラスター分析では非類似度の指標として平方ユークリッド距離，結

合方法は WARD 法によりデンドログラムを作成した．多次元尺度構

成法は ALSCAL を適用した．分析には SPSS statistics19 を用いた． 

倫理的配慮：各施設長宛に調査協力を依頼する文書と質問紙，返

信用封筒を郵送し，諾否は自由意思であること，回答は無記名で対

象者自身が個別に厳封して研究者宛に郵送されることを求めた．本

研究を実施するにあたり，岡山県立大学倫理委員会の承認を得た．  

結果  

 1．属性および各項目の平均値  

 対象者の性別は看護職・介護職共に女性が多く（看護職 92.8％，
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介護職 78.1％），年代別では 50 代（看護職 42.9％，介護職 33.8％），

経験年数では 10 年以上 15 年未満（看護職 25.4％，介護職 35.2％）

がもっとも多かった（表 1）．  

各項目の主観的重要度の平均値は「顔がこわばっていない」「身

体の緊張がない」「表情の厳しさがない」「沈んだ表情や暗い表情

がない」の 4 項目に関して看護職の方が 0.1 ポイント程度高く

（ p<0.05）,他の項目は両者に有意な差が認められなかった（表 2）．

そこで ,職種別にクラスター分析を行ったところ，クラスター数や構

成項目に差異がなかったことから本研究では看護職・介護職を統合

して分析を行った．  

 2．階層的クラスター分析の結果  

クラスターの結合過程と主成分分析による因子負荷量 0.2 以上を

目安として各変数の影響力を検討した結果 28 項目を選択した．距

離係数 6.0 でデンドログラムを分割し，4 つのクラスターを得た（図

1）．  

クラスター 1 は「穏やかな表情である」「表情の明るさがある」「笑

顔が見られる」「喜びを表す」「満足げな表情になる」「リラックスし

ている」「よく眠れる」「不快感がない」「穏やかである」という 9

項目から構成され，『快・安楽の状態』と表記した．  

クラスター 2 は「挨拶をする」「問いかけに応じる」「発語が増え

る」「自分の意志や願いを主張できる」「レクリエーションやリハビ

リへの参加が増える」「目の輝き・力がある」「表情の表出ができる」

の 7 項目から構成され『自発性』と表記した．  

クラスター 3 は「周囲を警戒しない」「過度に緊張しない」「顔が

こわばっていない」「身体の緊張がない」「表情の厳しさがない」「沈

んだ表情や暗い表情がない」「怒りいらつきがない」「興奮しない」

の 8 項目から構成され『緊張状態の消失』と表記した．  

クラスター 4 は「周りの人の必要なものや気持ちを察した行動が

できる」「誰かの手助けをする」「他人への配慮ができる」「他の混乱

した人たちを受け入れる」の 4 項目から構成され『他者との交流』

表 1 

挿入  

表２  

挿入  

図１  

挿入  
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と表記した．  

各クラスターの主観的重要度の平均値は高い方から順に，クラス

ター 1（ 4.48），クラスター 2（ 4.23），クラスター 3（ 3.95），クラス

ター 4（ 3.48）であった（表 2）．  

3．多次元尺度構成法による分析の結果  

次元数の決定は s-stress の減衰率が最も大きいところに注目し 2

次元を採択した．このモデルにおけるストレス値 0.113，決定係数

RSQ 0.948 で良好な適合度が示された（図 2）．  

  次元 1（横軸）において左端から順にクラスター 1「快・安楽の状

態」，クラスター 2「自発性」，クラスター 3「緊張状態の消失」，ク

ラスター 4「他者との交流」という布置がなされていることから右

端へ向かうほど複雑な行為であるということができる．このことか

ら次元 1 は行為の『複雑性』を示していると解釈できる．この軸で

は単純な表現から複雑な行為を表すクラスターが平均値の高い順に

布置されていることから，より単純な行為を重視していることが示

された．  

次元 2（縦軸）は下端から，ほぼ同位置にクラスター 2「自発性」

とクラスター 4「他者との交流」，中央付近にクラスター 1「快・安

楽の状態」，最も上端にクラスター 3「緊張状態の消失」が布置され

た．下端のクラスターは他者に向けられた社会的な開放性を意味し，

上端へ向かうほど個人内部の安楽や，緊張状態の消失という医療的

な視点を含む開放性を表している．このことから次元 2 は『開放性』

を示すと解釈できる．この軸では，中央付近とその下方にあるクラ

スター 1 と 2 の平均値が高く，上端のクラスター 3 と下方にあるク

ラスター 4 が低値であった．つまり，医療的な問題解決や高次の社

会的な開放性よりも，個人の快・安楽や自発性などの個別的な開放

性を重視していることが示された．  

 

考察   

クラスター 1「快・安楽の状態」における主観的重要度の平均値

図２  

挿入  
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は最も高い．これはアクティビティケアがレクリエーション的意味

から派生していることや「生活の快」 16 )との認識があることからポ

ジティブな変化を期待されるため，そのような表情や言動が評価基

準として最も重要だと認識されていると推測される．またレクリエ

ーションなどで見られる反応として頻度が多い 17）ためとも考えら

れる．  

クラスター 2「自発性」は 4 つのクラスター中，平均値は 2 番目

に高い．クラスター 1 の項目が反応としての表情や言動であるのに

対し，クラスター 2 は高齢者自身の意思を伴って表現された能動的

な言動であると解釈できる．その人固有の活動を支援するという視

点から高齢者の自発性が重視されていると考えられる .  

クラスター 3「緊張状態の消失」は 4 つのクラスター中，平均値

の高さは 3 番目である．この項目群は BPSD（Behavioral and 

Psychological Symptoms of Dementia）改善の意味も含まれる．ア

クティビティが BPSD の減少に効果がある 18)19 )と報告されている

ように，医療やリハビリテーション分野における症状や状態の改

善・回復という目的をもち，治療的レクリエーション 2 0)21 )22 ) 23 )24 )

に近いものである．このクラスターでは 4 項目の平均値において看

護職が介護職よりも有意に高く，治療的な視点が強いことが伺える． 

クラスター 4「他者との交流」の平均値は最も低かった．このク

ラスターに属する項目は，慣習としての行為や単一な反応ではなく，

他者と積極的に関わる姿勢を内包する交流を表している．これらの

平均値が低かった背景として，介護保険施設で行われてきた従来の

集団管理的なケアに対し，一人ひとりの個性を尊重するケアの重要

性が強調されるようになったことである．職員の視点を認知症高齢

者の個別性に集中させた結果として，集団内での他者との交流とい

う視点が希薄になっている可能性が考えられる．また，職員による

認知症高齢者の能力評価は実際より過小評価されている 25)との報

告があり，本研究の対象者は認知症高齢者において他者との交流や

社会性を期待することは困難と判断していることも否定できない．
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重度の認知症高齢者でも他者との交流は保たれる 28)29 )．職員による

認知症高齢者の能力評価は適切でない場合もあり 24)ケアを提供す

る職員のとらえ方によって能力評価は左右される 30)．アクティビテ

ィ評価基準を考える上で職員の適切な能力評価の力量が必須である

と考えられた .   

以上のとおり，抽出された 4 つのクラスターは支援目的別に分類

されるアクティビティに近似している．すなわち，①楽しみの支援，

②生活の活性化，③治療的介入，④他者との交流の機会・場の提供

26)27 )28 )  である．このことから，アクティビティケアの評価は種々

の文献で提示されているアクティビティの目的に影響を受け，それ

らを網羅する多面性を有することが伺えた．  

次に，多次元構成法によって見出された次元について検討する．

次元１（横軸）の『複雑性』では，単純な表現から複雑な行為を表

すクラスターが平均値の高い順に布置されていることから，より単

純な行為を重視していることが示された．これは単純な行為ほど可

視化されたわかりやすさがあること，さらに，認知症高齢者の重症

度が高くなるほど日常生活の複雑な行動が困難となり，アクティビ

ティケア提供後に観察される頻度も多くなることが予測される．  

次元 2（縦軸）の『開放性』では，中央付近のクラスター 1 とそ

の下方にあるクラスター 2 の平均値が高く，最上端のクラスター 3

と中央より下位のクラスター 4 が低値であった．これは緊張・興奮

など症状の改善をめざす医療的な問題解決や他者との交流という高

次の社会的な開放性よりも，個人の快・安楽や自発性などの個別的

な開放性を重視していると言える。認知症高齢者の社会性の回復や

認知症に伴う BPSD 等への対応は困難な場合が多く，評価指標とし

ての有用性が低いという判断がなされていると推察される。  

従って，従来のアクティビティケアの目的別の分類のみでは把握

できなかった 4 類型と 2 次元構造の抽出によって，評価基準の重み

づけの方向性が明瞭となった．看護職と介護職の主観的な重要度の

認識には，行為の複雑性と個別的な開放性に着目し，視覚的なわか
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りやすさ，測定可能である汎用性を目安にしていると考えられた．

今後は，このような認識に何が影響を及ぼしているのか検討し，両

職種が共通に利用可能な指標を開発することが課題である．   
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