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研究成果の概要（和文）：認知症をもつ高齢者の残存能力測定尺度の開発を行ってきた。尺度の

妥当性と信頼性について検証を行うため、県内・県外の高齢者施設の居住者およびデイケア通

所者を対象にのべ 100人を測定した結果、尺度の信ぴょう性が確認できた。その調査結果を洋

専門誌にて発表した。また認知能力が低下していると見られる精神疾患のある対象についても

検証を行った。診断別に統合失調症、うつ病・躁鬱病、薬物依存症、これら３つの診断を受け

た 75 人を対象について比較した。その結果、統合失調症をもつ対象の得点が最も低く、うつ

病・躁鬱病、薬物依存症の順位で向上した。さらに、地域病院の一般病棟の入院患者 149人を

対象に測定した。平均年齢は 76歳で、平均年齢 76歳以上と 76歳以下の 2群を比較したとこ

ろ、2者間に有意な差が見られた。換言すれば、76歳以上の対象に認知能力の低下が見られた。

この結果から、一般病棟の入院患者 76 歳以上の患者に関わる際、特別な配慮やケア上の工夫

の必要性があることが示唆された。認知症高齢者は自分の認知能力の欠陥を補うため、情緒面

が発達しているといわれる。そこで、認知症をもつ 80 代後半の女性にナラティブアプローチ

法を用いてインタビューを試みた。その結果、本人にとって印象深いと思われた過去の体験に

ついて繊細な部分に至るまで回想しそれらについて自分の思いや考えについて表現でき、新た

な発見や意味づけができた。このように量的方法のみでは解明できなかったことを質的方法を

用いることで、対象が他者との関わりについて振り返り、その結果自己・他者理解ができたこ

とは、この分野の研究に新しい知見として貢献できたと考える。 
 
研究成果の概要（英文）： We have developed a Japanese version of the Abilities Assessment 
Instrument (AAI) that was developed by nurses in Canada. With their full permission and 
the publisher’s (Springer, NYC) permission, we have translated their book (163 pages) into 
Japanese (174 pages). In order to examine the reliability and validity of the Japanese 
version of the AAI, we administered the instrument on approximately 100 people who 
resided in nursing homes or who attended seniors’ day care centers. As a result, the 
translated instrument promised to be useful in learning programs with this population, 
and may have value as a screening tool. In another study, we looked at 3 groups of 
people(N=75) who were diagnosed with schizophrenia, uni- or bi-polar depression, and 
substance abusers. The 3 groups of subjects were compared. The result of the study showed 
that there were statistically significant differences between the groups in that those who 
had schizophrenia scored the least, and that the substance abusers scored the highest. We 
also looked at a non-psychiatric population (N=149), patients who were admitted to 
medical, surgical, or rehabilitation units. The sample was divided into 2 groups based on 
the average age of the sample that was 76 years old. The findings of the study showed that 
there ware statistically significant differences between the 2 groups. That is, those who 
were 76 years old or over scored less than those who were less than 76 years old. Finally, 
using qualitative approach, the researcher interviewed an elder woman who had dementia. 
A narrative approach used was appropriate in that the informant was able to narrate her 
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story; she delivered her story so eloquently that I as a researcher was able to glimpse into 
her life passage up to that time. The findings of the study shed light on areas that were so 
important and significant that care plans should be made in accord with the findings from 
the interview. In answering to the questions asking to narrate her life passage, the 
informant revealed her inner thoughts and feelings, which were related to and later 
corroborated with people who interacted with her. 
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研究分野：医歯薬学 
科研費の分科・細目：看護学・地域・老年看護学 
キーワード：認知症、残存能力測定尺度、高齢者、 
 
１． 研究開始当初の背景 

我が国の加速する高齢化社会において、
認知症をもつ高齢者は本人もとより家
族、ひいては社会の健康課題である。認
知症といえども潜在する能力を見極め
て強みの部分を引き出すことにより衰
退した部分の補完ができる。このように
認知症をプラス思考で捉えて「できる部
分は何か」を見ることで個別性のあるケ
アが可能となる。認知症をもつ高齢者が
出来る部分とその程度についてアセス
メントするこの残存能力測定尺度の開
発は、従来の負の部分を見るツールとは
異なり画期的と考える。 

 
２． 研究の目的 

認知症をもつ高齢者の残存能力を測定
して彼らのケアプランに活かすことを
目的とする。 

 
３． 研究の方法 

カナダの看護師により開発された
Abilities Assessment Instrument（略し
て AAI）の日本語版の開発を行った。関
東甲信越における複数の高齢者施設の
入居者およびデイケア通所者を対象に
測定した。その結果、本尺度の信頼性と
妥当性が確認できた。 

 
４． 研究成果 

AAI 日本語版の妥当性および信頼性が検
証出来た。認知症だけでなく、本尺度を

精神疾患のある対象に行った結果、診断
特有による違いが確認できた。さらに、
本尺度を一般病棟の入院患者を対象に
行った。この集団である平均年齢 76 歳
を境に彼らの認知能力において顕著な
差が見られた。 
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