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Ⅰ．はじめに
認知症の主症状は、記憶障害、失見当識といった認知機能障害であるが、随伴する精神症状・問
題行動は様々であり、せん妄、徘徊、物盗られ妄想、異食、易怒性・興奮・暴力などがあげられ、
その中の易怒性・興奮・暴力は攻撃的行動と呼ばれている。攻撃性や焦燥はアルツハイマー型認知
症中期に見られる症状である。高齢者施設における認知症患者の暴力や攻撃性は、スタッフの介護
負担感を増し、職場の労働環境を悪化させ (Malone et al., 1993)、介護スタッフの入所者に対す
る身体抑制 (斉藤ら，2001)や虐待の要因ともなる(Shaw, )。これらが結果的に患者自身の攻撃性を
増強させ(Karlsson et al., 2001; Ryden et al., 1991)，患者やスタッフ、家族の QOL を阻害する
という悪循環に至っている．しかし，介護スタッフのストレスやバーンアウトは，患者の攻撃性そ
れ自体に拠るものではなく，スタッフの認知症患者に対する否定的な態度や低い共感性が関与して
いるという報告もある(Astrom et al.，1990; 1991)．
Nakahira et al.(2005)によると、本邦の介護保険施設スタッフの 89.5%が認知症高齢者の暴力の
被害経験を有している。また Schreiner et al.(2000)の研究でも、本邦とアメリカの高齢者施設に
おける暴力の発生頻度に差異がないことが示されている。
認知症患者の攻撃的行動を受けるスタッフ、介護者たちは常に身の危険を感じるといったストレ
スや怒りや悲しみ、うつ状態のような精神的苦痛を強く感じ、仕事への意欲の低下やケアの質の低
下を引き起こし、そのことが原因で離職へつながるということが問題になっている。認知症高齢者
の攻撃的行動の体験というストレッサーを受けているスタッフのストレス認知が、短期的な結果と
してバーンアウト（燃え尽き）症候群というストレス反応、長期的な結果として離職というストレ
ス反応を引き起こす可能性があると捉え、本研究の概念枠組み「攻撃的行動のある認知症高齢者ケ
アにおけるストレスモデル」を作成した（図１）
。
当パイロット研究では認知症高
齢者の攻撃性に対する介護スタッ
図１ 攻撃的行動のある認知症高齢者ケアにおけるストレスモデル
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(職種、職業年数、
職場年 数、性 格、
知識など)

仕事外の要因
緩衝要因
(家庭内の出来事など) (上司の支援など)

本調査は、平成 17 年 4 月、Ａ老人性
認知症治療病棟のスタッフを対象とした。非確率的標本抽出によって選択した老人性認知症治療病
棟のスタッフの中で，参加の同意を得た 20 名に対し，患者の攻撃性に対する態度尺度（Attitudes
Toward Aggression Scale：ATAS 日本語版）およびバーンアウト尺度（Maslach Burnout Inventory：
MBI 日本語版)を配布した。同時に研究の趣旨，アンケートの記入においては無記名で個人が特定さ
れないよう統計的に扱うこと，調査内容は本研究以外では使用しないことを紙面にて説明した。回
答をもって同意を得たものとした。参加の同意が得られ、記載事項に欠損がなかった 20 名を分析対
象（回収率 100％）とした。
２）調査内容
調査内容は，スタッフのバーンアウト傾向，それに影響を与えていると考えられるスタッフの基
本属性，また身体的および言語的な攻撃的行動の事例を，それぞれ「ケース①」と「ケース②」を
設定し，これに対する対応方法と捉え方とを質問項目とした。内容は，個人情報：年齢，性別，職
種，職業年数，職場年数，患者から攻撃を受けた経験の有無，患者から攻撃を受ける頻度，攻撃的
行動の場面の事例に対する態度尺度（ATAS）
，バーンアウト尺度（MBI）とした。
３）用語の定義
（１）
「攻撃的行動」は“他者や物体，自己に向けて有害な刺激を加えることが明白で（しかし，必
ずしも意図的ではない）
，明らかに偶然によるものでない行為”と定義した。
「攻撃に対する態度尺度，ATAS」は，患者の攻撃性に対する捉え方、態度を測定する尺度（Attitudes
Toward Aggression Scale；ATAS）である。Jansen,et al が作成した尺度の英語版を Nakahira が日
本語に翻訳し，内容の信頼性および妥当性を検証し，改変したものである。 ATAS は不快７項目（1・
3・5・8・11・14・16 番）
，コミュニケーション３項目（2・6・17 番）
、破壊３項目（9・12・13 番）
，
防御２項目（10・18 番）
，侵入的な行為３項目（4・7・15 番）の，5 つの下位項目、計 18 項目から
なる。回答方式は「非常に賛成」5 点から「非常に反対」1 点と配点し，患者の攻撃を肯定的に捉え
る下位項目「コミュニケーション」
・
「防御」に関しては、配点をその逆とした。各項目では，高得
点ほど患者の攻撃に対して否定的な捉え方をしていることになる。
（２）
「バーンアウト（燃え尽き）症候群」は，
“充実感に満ちて仕事に没頭していた人が燃え尽き
たように、突然陥る無気力状態や症候群”と定義する。
「バーンアウト尺度、MBI」は、Maslach と Jackson のバーンアウト尺度（Maslach Burnout
Inventory；MBI）を使用した。情緒的に疲れ果てるなど「情緒的疲弊」9 項目（1・2・3・6・8・13・
14・16・20 番）
、患者に対して人でないような態度をとってしまうなど「離人化」5 項目（5・10・
11・15・22 番）
、価値ある仕事を成就したなど「自己成就」8 項目（4・7・9・12・17・18・19・21
番）の 3 つの下位尺度から構成され、22 項目を有する。回答方式は「なかった」1 点から「よくあ
った」3 点と配点し、｢自己成就｣の項目に関しては配点をその逆とした。高得点ほどバーンアウト
傾向にあることになる。
４）分析方法
データの分析には、統計ソフト SPSS10.0J for Windows を用いた。ATAS の総得点、各項目の得点
と MBI の下位項目毎の総得点との関係を、
ANOVA のノン・パラメトリック方法である Kruskal-Wallis
の H 検定を用いて比較した。
Ⅲ．結果および考察
20 名全員が，何らかの攻撃的行動を経験していた。身体的、および言語的な攻撃的行動に対して，
否定的な捉え方をするスタッフは，バーンアウト傾向にある。攻撃に対する態度尺度 ATAS の下位項
目において，バーンアウト尺度 MBI との間に最も強い関係性が示唆されたのは不快であり，攻撃的
行動を不快と捉える人は，患者に対して人でないような態度をとってしまうなどの離人化傾向にあ
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り，最もバーンアウト症候群に陥りやすいことが示された（表 参照）
。
以上の知見は Astrom et al.(1990; 1991)の，認知症患者に対する否定的な態度や低い共感性を
示したスタッフはバーンアウトを起こしやすい，という先行研究を支持する結果となった（図 参
照）
。Astrom et al.本研究による知見は，スタッフのバーンアウト防止策の一環として，認知症高
齢者の攻撃性に対するスタッフの態度変容を促す方略が有用であることを示している。
バーンアウトを防ぐ職場環境には，スタッフ間の連帯を強化し，暴力の被害を受けたスタッフを
支え、患者の暴力に対する介入について共に学びあう関係が不可欠といえる。さらに，患者の攻撃
性に対するネガティブなスタッフの態度変容を促す学習プログラムの開発が急務である。また，そ
の実施においては，スタッフ間の同僚性を強化し，暴力の被害者となったり，暴力に対して否定的
態度を示すスタッフを否定しないような教育・職場環境が重要である。
１．同僚性を重視した学習コミュニティの形成
攻撃性研究においては，患者から暴力や攻撃を受けたスタッフは，他のスタッフの共感を得る
どころか逆に非難され（Gats et al., 1999）
，能力がないとみなされる傾向にあること（Hellzen et al.,
1999）が明らかになっている。このため，暴力を受けたスタッフは気持ちを表出できないだけでな
く，周囲からも攻められ理解されないという孤立無援感を抱くことになる(鈴木＆石野，2005)。
また，バーンアウト症候群の研究では，バーンアウトが個人の特徴よりも環境因子に影響を受け
やすいこと，そして職場の心理的・対人要因がバーンアウト症候群に優位な影響をもたらすといわ
れている（稲岡，1988）
。
よって，バーンアウトを防ぐ職場環境には，スタッフ間の連帯を強化し，暴力の被害を受けたス
タッフを支え，
患者の暴力に対する介入について共に学びあう関係が不可欠といえる。
教育学では，
このような関係を同僚性(Collegiality)と呼び，教師のバーンアウトを防ぐ手立てになることが示唆さ
れている（秋田ら，1998）
。また同僚性の概念は，教育学だけでなく，経営学，看護学などにおいて
も，健全な学習コミュニティの構成要素として現在注目されつつある。
学習コミュニティはこのような同僚性を重視し，メンバー間の学習活動を喚起・促進することを
目指した人々の非公式な集まりである（安藤，2004）
。現場の必要性から自然発生的に湧き上がり，
自発的な参加が基本であるために，メンバーのモチベーションは高く，互いの意見を尊重する。学
習コミュニティの形成によって，スタッフ間の対話が可能になり，患者の攻撃を受けたスタッフの
気持ちを表出する場ともなり得る。しかしこれには反面，メンバーの自主性に頼るという面から変
動的で不安定という欠点がある。したがって組織には，スタッフが学習コミュニティを形成し維持
するきっかけとして，以下のような公式な場を提供する役割があると思われる。
1）事例検討・報告会の場を設ける
ケアの中で生じた感情を共有できる場として活用し，患者に対する情報交換やケアの統一をはか
ることで患者の攻撃的行動が軽減するような関わり方を検証する場として活用するためである。
2）勉強会を実施する
認知症について学習することで，攻撃的行動が病気の症状であることや疾患別に症状に特徴があ
ることなどを理解するためである。
3）カウンセリングの実施
リエゾン精神看護師や院外のカウンセラーなどの第三者に，自身のストレス認知の状況やストレ
ス反応について自ら話せる場をもつことで，病棟内では打ち明けにくいことを語ることができる場
とするためである。
２．変容型教育の適用
前述の事例検討会や勉強会には，理論的根拠に基づいた教育法略が必要である。それはスタッフ
に蔓延する「攻撃性にさらされることは仕事の一部である」という諦念や「被害を受けたスタッフ
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の患者への対応に問題があった」といった防衛的帰属（Thornton，1984）の背後にある問題を批判
的に問い直す姿勢を促し，態度変容をもたらすような方略である。
３．日本の文化的背景に根ざした態度変容プログラムの開発
Ajzen (1988) によると，態度とパーソナリティは同様の特性を持つが，態度はパーソナリティより
も順応性があり，変容しやすい。したがって，患者の攻撃性に対するネガティブなスタッフの態度
を変容させるような学習プログラムの開発および実施を試みる必要がある。
表 バーンアウト尺度の下位項目の点数別の捉え方の平均値の比較
バーンアウト尺度の下位項目
DP(離人化）得点

0～5 点
ｎ＝9

6～7 点
ｎ＝7

8～点
ｎ＝4

有意確率

2.11±0.31
1.67±0.29

3.29±0.29
2.43±0.30

3.25±0.25
3.25±0.48

0.018*
0.020*

1.56±0.29
1.56±0.24
1.89±0.26
2.00±0.00

2.43±0.30
3.14±0.26
3.29±0.29
2.43±0.30

2.75±0.25
3.50±0.29
3.50±0.29
3.25±0.48

0.036*
0.000***
0.001**
0.013*

ATAS 総得点

38.22±1.40

49.00±1.94

54.00±4.10

0.000***

言語的攻撃（ケース②）に対する捉え方
協力的でない態度の例である(不快）
不快でうんざりする行動だ(不快）

2.33±0.24
2.33±0.24

3.14±0.26
3.00±0.22

3.25±0.25
3.25±0.25

0.037*
0.044*

ATAS 総得点

41.33±1.55

49.86±3.36

51.75±2.95

0.021*

バーンアウト尺度の下位項目
EE（情緒的疲弊）得点

0～15 点
ｎ＝8

16～20 点
ｎ＝8

21～点
ｎ＝4

有意確率

身体的攻撃（ケース①）に対する捉え方
介護者が，その患者を別の方向から
見るのに役立つ(コミュニケーション）

2.25±0.25

2.13±0.13

3.25±0.48

0.029*

ATAS 総得点

42.00±2.41

43.88±2.73

55.00±4.10

0.031*

身体的攻撃（ケース①）に対する捉え方
不快でうんざりする行動だ(不快）
他人を支配したり傷付けるために、動揺させたり
邪魔をしようとする衝動だ(侵入的な行為）
許されない(不快）
無益で受け入れがたい行動だ(不快）
有害な行動なので迷惑だ(不快）
介護者が、その患者を別の方向から
見るのに役立つ(コミュニケーション）

一元配置分散分析
***:p<0.001 **:p<0.01 *:p<0.05
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図 ＡＴＡＳとＭＢＩとの関係
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『
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破壊』
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結果生じた捉え方
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バー ンアウト

『
コミュニケー ション』

