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芸術療法とは

　 芸術的活動を意図的に治療に利用

しようとするもの。絵画、箱庭、陶芸、
園芸、音楽など多種類にわたる表現
活動を通して行う心理療法の総称で
ある。認知症高齢者の臨床において
も利用されている。
　

目的

そこで本研究では、

　芸術療法を通じて、対象者の介護
度や日常生活において変化が見ら
れるかどうか検証する事を目的に
行っていく。

方法

方法：余暇活動中の様子を記録し、入所前・昨年度の介護
　　　　　　　度・生活状況と現在の介護度・生活状況を比較
する。

対象者：特養入所者2名（女性）

　　　　　　　Ｎ．Ｎ氏

　　　　　　　Ｏ．Ｔ氏

　　　　　　　デイサービス利用者1名（女性）

　　　　　　　Ｔ．Ｓ氏

効果測定

①介護度の把握　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入所前と平成27年2月現在の介護度を比較し、経過を
みる。

②生活状況の把握

入所前・昨年度までの生活状況と平成27年2月現在の生
活状況を比較し、経過をみる。

対象者①：N.N氏

対象者 N.N氏
性別 女性

年齢 85歳
介護度 要介護　２

既往歴 変形性腰椎症、うつ病、糖尿病（ほぼ完治）

入所日 平成26年8月4日
入所前の状況① 主介護者：次女

生活全般において、他力本願で依存的な為、主介護者の精神的・
肉体的負担が大変大きかった。



入所前の状況② ＜著しい判断力の低下＞
　家計の管理が出来ない。買い物ができない。

＜身だしなみに構わない＞
　入浴をしない。洋服や下着を取り替えない。服を選べない。
　美容院にも行きたがらない。

＜記憶＞
　物をどこにしまったか分からない

＜歩行＞
　自力だがすり足で、最初の一歩が出にくい。

＜興味＞
　TVや新聞を見ない。世の中の動きに無関心。片付けない。

＜食事＞
　軽度の嚥下障害。積極的には食べない。

＜その他＞
　外出をしない。人と関わらない。正確な伝達が出来ない。
　作り話や思い込みが激しい。服薬忘れ。座位保持の時間が短い。

対象者②：O.T氏
対象者 O.T氏
性別 女性

年齢 57歳
介護度 要介護　３　（身体障害者手帳有・1級：脳血管障害）
既往歴 くも膜下出血、脳梗塞（左片麻痺）、脂漏性湿疹、高血圧、認知症

入所日 平成23年11月8日

入所前の状況 ＜移動＞
　車椅子にて自立。左側への注意が足りず、時に物にぶつかる事もある。
＜移乗＞
　自立・一部介助。見守りが必要。
＜食事＞
　自立。普通食。他人の食べ物を食べてしまう事がある。
＜排泄＞
　トイレ誘導。一部介助。時々失禁あり。
＜更衣＞
　一部介助。袖を通す、ズボンの上げ下げの介助。
＜入浴＞
　シャワーチェア使用。一部介助。
＜認知症＞
　失見当識あり（日時・場所）。発病前の事は覚えているが、発病
　後の記憶は曖昧である。
＜その他＞
　「出来ない」と言う事が多い。

余暇活動について

月曜日：陶芸クラブ（特養・デイ合同：11時～12時）

火曜日：絵画クラブ（特養・デイ合同：11時～12時）

水曜日：フラダンスクラブ（特養・デイ合同：11時～12時）

木曜日：歌唱指導（特養・デイ合同：13時～14時）

金曜日：器楽活動/和太鼓（特養・デイ合同：13時半～14時半）

活動への参加方法
基本的な対応

参加の意思を確認する

スタッフだけでその日のミーティングを行う

メインの指導者に進行を任せ、職員は参加者が指導者
によく対応できるように配慮、プロンプトする

プロンプトは、指導者の進行を妨げないように配慮して行
う

また、プロンプトはアイコンタクトや掛け声を巧みに取り入れ、
利用者が演奏しやすいように配慮する。

※行事や地域交流の場で発表する際には、利用者にはわか
りやすく、観客には目立たないようにプロンプトする

記録をとり、指導者に捺印していただく

徘徊や落ち着きのなさが目立つ認知症の利用者へのアプ
ローチ

参加の意思を確認する（毎時間）

無理のない程度に、個人によって参加目標時間を設定
する

参加目標時間内は、できるだけ職員が近くで付き添い、
参加する事自体を声掛け等により援助する

参加目標時間以前に退室してしまっても、その退室を拒
まない。今後の参加目標時間を設定し直す。あるいは参
加できるための声掛けの仕方等の援助方法を再検討す
る

参加目標時間を達成できた場合、言語による賞賛等、本
人への結果の評価を必ず行う

参加目標時間を過ぎても退室の意思がないようなら、そ
のまま参加を継続する

介護度が高く虚弱な利用者への対応

参加の意思を確認する（毎時間）

無理のない程度に、個人によって参加目標時間を設定
する

参加目標時間内は、できるだけ職員が近くで付き添い、
参加する事自体を声掛け等により援助する

参加目標時間以前に退室してしまっても、その退室を拒
まない。今後の参加目標時間を設定し直す。あるいは参
加できるための声掛け等の援助方法を再検討する

参加目標時間を達成できた場合、言語による賞賛等、本
人への結果の評価を必ず行う

参加目標時間を過ぎても退室の意思がないようなら、そ
のまま参加を継続する



活動時の様子（陶芸クラブ） 活動時の様子（絵画クラブ）

活動時の様子（フラダンスクラブ） 活動時の様子（歌唱指導）

活動時の様子（音楽療法）
余暇活動への参加状況・様子

N.N氏

　　　陶芸クラブ

　　　集中して、丁寧に作業を行っている。他の利用者の

　　　作品を手伝う姿も見らえる。

　　　絵画クラブ

　　　細かいところまで丁寧に描いている。

　　　フラダンス

　　　先生を見ながら真剣に踊っている。

　　　歌唱指導

　　　先生の歌を静かに聞いている。



O.T氏

　　　陶芸クラブ

　　　他の利用者や先生と楽しそうに作業している。

　　　絵画クラブ

　　　集中して細かいところまで丁寧に描けている。

　　　フラダンス

　　　一緒に歌っていたり、目を閉じている姿が見られる。

　　　歌唱指導

　　　拍手をしたり、一緒に歌っている。

　　　器楽活動／和太鼓

　　　手がとまってしまう事はあるが、リズムは上手に叩けて

　　　いる。

余暇活動への参加状況・様子
作品の変化（Ｏ．Ｔ氏）

作品の変化（Ｎ．Ｎ氏） Ｎ.Ｎ氏の体重の変化

結果①：N.N氏
介護度の比較

　　　入所前：要介護２（H25.7/1～H27.6/30）
　　　平成27年6月更新にて要介護1となる。
　生活状況の変化

　　　判断力：外出時に買い物ができる。

　　　身だしなみ：毎日自ら着替えを行う。入浴日を把握。

　　　　　　　　　　　髪形にも気を配るようになった。

　　　記憶：居室内の物の場所を把握できている。

　　　歩行：安定している。

　　　興味：ドラマやニュース番組を観る。雑誌を読む。

　　　　　　　雑談もよくされる。

　　　食事：８～１０割摂取。職員食に変更。

　　　その他：服薬忘れなし。

　　　　　　　　余暇活動や食堂で他の利用者とコミュニケー

　　　　　　　　ションをとっている。

　　　　　　　　職員に対しても、拒否的ではなくなった。して

　　　　　　　　ほしいと思う事を頼むことが出来るようになった。

　　　　　　　　笑顔が見られるようになった。

　　　　　　　　依存的な面は見られず、できる事は自分でし

　　　　　　　　ている。



N.N氏 入所前 現在

麻痺等の有無 ない ない

拘縮の有無 ない ない

寝返り 何かにつかまればできる つかまらないでできる

起き上がり 何かにつかまればできる 何かにつかまればできる

座位保持 支えてもらえればできる できる

両足での立位保持 支えなしでできる 支えなしでできる

歩行 つかまらないでできる つかまらないでできる

立ち上がり できる できる

片足での立位保持 何かにつかまればできる 支えなしでできる

洗身 一部介助 介助されていない

つめ切り 全介助 一部介助（手のみ）

視力 普通 普通

聴力 普通 普通

認定調査の結果（Ｎ．Ｎ氏）
N.N氏 入所前 現在

移乗 見守り等 介助されていない

移動 見守り等 介助されていない

嚥下 見守り等 できる

食事摂取 見守り等 介助されていない

排尿 見守り等 介助されていない

排便 見守り等 介助されていない

口腔清潔 一部介助 介助されていない

洗顔 一部介助 介助されていない

整髪 一部介助 介助されていない

上衣の着脱 一部介助 介助されていない

ズボン等の着脱 一部介助 介助されていない

外出の頻度 月1回未満 月1回未満

N.N氏 入所前 現在

意思の伝達 ほとんど伝達できない 意思を他者に伝達できる

毎日の日課を理解する できる できる

生年月日や年齢を言う できる できる

短期記憶 できる できる

自分の名前を言う できる できる

今の季節を言う できる できる

場所の理解 できる できる

徘徊 ない ない

外出すると戻れない ない ない

薬の内服 全介助 一部介助

金銭の管理 全介助 全介助

日常の意思決定 日常的に困難 できる

集団への不適応 ある ない

買い物 全介助 一部介助

簡単な調理 全介助 全介助

Ｏ.Ｔ氏の体重の変化

結果②：O.T氏
介護度の比較

　　　入所前：要介護３

　　　平成27年2月現在：要介護２
昨年度までとの比較

　　　昨年度までは食堂でTVを観たり居眠りをしている事
　　　が多かったが、現在では車椅子を自走し、施設内を

　　　自由に散策するようになった。

　　　積極的に運動をするようになった。

　　　余暇活動では、職員が声をかける前に自主的に移

　　　動するようになった。　　　

認定調査の結果（Ｏ．Ｔ氏）
Ｏ．Ｔ氏 入所前 現在

麻痺等の有無 左上肢・左下肢 左上肢・左下肢

拘縮の有無 ない ない

寝返り 何かにつかまればできる 何かにつかまればできる

起き上がり 何かにつかまればできる 何かにつかまればできる

座位保持 できる できる

両足での立位保持 何か支えがあればできる　 何か支えがあればできる　

歩行 できない できない

立ち上がり 何かにつかまればできる 何かにつかまればできる

片足での立位保持 何か支えがあればできる　 何か支えがあればできる　

洗身 一部介助 一部介助

つめ切り 全介助 一部介助

視力 普通 普通

聴力 普通 普通



Ｏ．Ｔ氏 入所前 現在

移乗 見守り等 見守り等

移動 介助されていない 介助されていない

嚥下 できる できる

食事摂取 介助されていない 介助されていない

排尿 一部介助 一部介助

排便 一部介助 一部介助

口腔清潔 一部介助 一部介助

洗顔 一部介助 一部介助

整髪 一部介助 介助されていない

上衣の着脱 一部介助 一部介助

ズボン等の着脱 一部介助 一部介助

外出の頻度 月1回以上 月1回以上

Ｏ．Ｔ氏 入所前 現在

意思の伝達 意思を他者に伝達できる 意思を他者に伝達できる

毎日の日課を理解する できる できる

生年月日や年齢を言う できる できる

短期記憶 できる できる

自分の名前を言う できる できる

今の季節を言う できる できる

場所の理解 できる できる

徘徊 ない ない

外出すると戻れない ない ない

薬の内服 一部介助 一部介助

金銭の管理 全介助 全介助

日常の意思決定 特別な場合を除いてできる 特別な場合を除いてできる

集団への不適応 ときどきある ない

買い物 全介助 全介助

簡単な調理 全介助 全介助

考察

N.N氏について
　　　認定調査前で正確な介護度は出ていないが、施設ケアマ

　　　ネが現在の状況を予測の上で調査したところ、要支援１に

　　　なる見方を示した。

　　　入所前に比べて現在では、依存的な面は見られず、施設

　　　生活においてほとんど自力で行う事が出来ている。

　　　職員や他の利用者ともコミュニケーションをとり、笑顔も見

　　　られるようになった。

　　　主介護者（次女）にも笑顔が見られるようになり、適度な距

　　　離が取れている様子である。　　　

　　　施設に入所し、主介護者（次女）以外の他者との関わりが

　　　出来た。

　　　芸術療法に参加する事で、作品を媒介に他者とのコミュニ

　　　ケーションをとるきっかけができ、施設での人間関係構築に

　　　良い影響を与えたと考えられる。

　　　作品を完成させたり、フラダンスを練習し、行事で展示・発

　　　表する事で、目標ができ、生活にメリハリがついたと考えら

　　　れる。

　　　また、人前で発表する事により、自信がつき、他者とのコミ

　　　ュニケーションをとる機会も増え、社会性を取り戻しつつあ

　　　ると考えられる。

O.T氏について
　　　介護度では、要介護３から要介護２に変化している。

　　　陶芸クラブ、絵画クラブでは作品を完成させ、行事に

　　　て展示を行っている。そのことが本人にとって励みと

　　　なり、日常生活においての積極性につながっている

　　　のではないかと考えられる。

　　　また、活動に参加する事で自分から積極的に他の利

　　　用者の方とコミュニケーションをとるようになった。

　　　先生に作品や色使い等を褒められることにより、自信

　　　がつき、日常生活においても変化が見られるようにな

　　　ったのではないかと考えられる。

対象者③：T.S氏
対象者 T.S氏
性別 女性

年齢 76歳
介護度 平成26年7月まで要介護１　平成26年8月から要支援２
既往歴 脳出血、変形性膝関節症、右足皮膚悪性腫瘍、仙骨骨折

利用開始日 平成11年3月1日（火・水・土 利用）
利用者の状況 ＜移動＞

施設内は車椅子を自走。自宅では４点杖にて移動。
＜移乗＞
自立
＜食事＞
おかゆ・普通食、自力にて摂取。
＜排泄＞
車椅子トイレにて自立。
＜更衣＞
概ね自立しているが、衣類の乱れがあるとき介助している。
＜入浴＞
一部介助、浴槽へは入らずシャワー浴を行っている。
＜認知症＞
自立



T.S氏

　　　絵画クラブ

　　　隣の利用者とおしゃべりをしながら作業を行っており
　

　　　、時間を気にして集中できない。

　　　フラダンスクラブ

　　　先生とよく話をしながら先生がいる日は集中して参加

　　　している。職員が行う日は後ろで参加をしている。

　　　

余暇活動への参加状況・様子
作品の変化（Ｔ．Ｓ氏）

Ｔ.Ｓ氏体重の変化
結果③：T.S氏
介護度の比較

　　　平成26年3月1日～平成26年8月31日：要介護１
　　　平成26年9月1日～平成27年8月31日：要支援２
生活状況の変化

　　　身の回りのことは、ヘルパーによる家事援助・娘による援

　　　助を受けながらもほとんど自立している。

　　　前回の判定前よりデイサービス利用時、昼食後に車椅子

　　　から立ち上がって、手すりに掴まって歩行の練習を行って

　　　おり、要支援２となった現在も継続して行っている。

　　　今年度4月より絵画クラブで絵を描くこととなり、最初は途
　　　中で飽きてしまったりしていたが、作品が出来上がるように

　　　なると集中して取り組むようになってきた。

認定調査の結果（Ｔ．Ｓ氏）
Ｔ．Ｓ氏 平成26年1月調査時 平成26年7月調査時

麻痺等の有無 右上肢 右上肢

拘縮の有無 肩関節 肩関節

寝返り 何かにつかまればできる 何かにつかまればできる

起き上がり 何かにつかまればできる 何かにつかまればできる

座位保持 自分の手で支えればできる できる

両足での立位保持 何か支えがあればできる 支えなしで出来る

歩行 できない できない

立ち上がり 何かにつかまればできる 何かにつかまればできる

片足での立位保持 何か支えがあればできる 何か支えがあればできる

洗身 一部介助 一部介助

つめ切り 全介助 全介助

視力 普通 普通

聴力 普通 普通

Ｔ．Ｓ氏 平成26年1月調査時 平成26年7月調査時

移乗 見守り等 介助されていない

移動 介助されていない 介助されていない

えん下 できる できる

食事摂取 介助されていない 介助されていない

排尿 介助されていない 介助されていない

排便 介助されていない 介助されていない

口腔清潔 介助されていない 介助されていない

洗顔 一部介助 介助されていない

洗髪 介助されていない 介助されていない

上衣の着脱 一部介助 介助されていない

ズボン等の着脱 一部介助 介助されていない

外出頻度 週1回以上 週1回以上



Ｔ．Ｓ氏 平成26年1月調査時 平成26年7月調査時

意思の伝達 できる できる

毎日の日課を理解する できる できる

生年月日や年齢を言う できる できる

短期記憶 できる できる

自分の名前を言う できる できる

今の季節を理解する できる できる

場所の理解 できる できる

徘徊 ない ない

外出すると戻れない ない ない

薬の内服 介助されていない 介助されていない

金銭の管理 介助されていない 介助されていない

日常の意思決定 できる できる

集団への不適応 ない ない

買い物 一部介助 一部介助

簡単な調理 一部介助 全介助

T.Ｓ氏について
　　　介護度は、要介護１から要支援２に変化している。

　　　平成26年1月頃より51㎏あった体重が、認定調査前の7月
　　　には48.3㎏となっている。これは生活状況の変化並びに
　　　運動を意識した成果の表れだと考えられる。

　　　また、自己主張が強い方であり対応に注意が必要であるの

　　　で、コミュニケーションを上手に取りながら、今後の支援を

　　　行っていきたい。

　　

ご清聴ありがとうございました。


