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高齢、認知・精神障害領域における言説手法の援助関係論への展開
―認知症とナラティヴに関する文献検討を通して―
道念

由紀（社会福祉学科助教）

要旨：本論文は、本邦における認知症とナラティヴに関する研究動向の把握と今後の課題の
明確化を目的として、国内論文及び著書を対象とした系統的文献レビューを行ったものであ
る。電子データベースを用いた文献検索とスクリーニングによる文献の選定を経て、最終的
に 38 件の文献を対象とした。対象文献の内容はマトリックス方式による分析を行い、研究領
域ごとの研究内容の概括と、認知症の特性や認知症に対するナラティヴの適用性・意義・留
意点がどのように捉えられているかの整理と統合を行った。その結果、社会学や看護学を始
めとする 7 領域においてナラティヴ・セラピーの援助技法や思想の援用を中心とした多様な
研究が行われていることが明らかになった。また、認知症の特性、ナラティヴの適用性・意義・
留意点に関する指摘は、「1. 認知症者の言語表出における特徴」「2. 認知症者に言語的手法を
用いる事の困難さと補助的手段」
「3. 人生の再著述と再解釈」
「4. 支援者にもたらす影響」
「5. 認
知症に対する偏見と物語の書き換え」「6.BPSD の軽減と出現要因」「7. ナラティヴとエビデン
スの関わり」「8. インタビューデータとしてのナラティヴ」の 8 つのカテゴリーに分類し、カ
テゴリー間の関係性を図示化した。それらの結果に基づき、高齢、認知・精神障害領域にお
ける言説手法の援助関係論への展開に向けた今後の課題として、各研究成果の質の評価と批
判的考察、認知症の原因疾患と重症度に応じた言語表出方法の把握、認知症者におけるナラ
ティヴ概念の検討、多職種協働による予防型地域生活支援におけるナラティヴの活用方法の
検討の四点を提起した。本論文で行った先行研究の成果の統合と課題の提示、及び認知症に
対するナラティヴの意義や留意点の明確化は、認知症有病率の急増が見込まれる日本のみな
らず、高齢化が進展し新たな社会体制の構築や高齢者支援のあり方が問われるヨーロッパ諸
国においても示唆を与えるものとなると考える。
キーワード： 認知症、高齢、ナラティヴ、系統的文献レビュー、日本

Ⅰ．研究の背景と目的
我が国は世界で最たる長寿国である一方、人口減少と高齢化に伴う様々な課題を抱えてい
る。そのひとつが認知症者の増加であり、2017 年 11 月に経済協力開発機構（OECD）が発行
した

Health at a glance 2017

では、日本は OECD 加盟国のうち出生時平均余命が最長である

と共に、認知症有病率が最も高く、OECD 平均値の人口比 1.48％を大きく上回る 2.33％とされ、
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更に 20 年後には 3.8％にまで上昇するとの推計が示された（OECD2017：20-22）。また、それ
より以前に我が国においても、認知症高齢者数の急増が指摘されており、所謂団塊の世代が
後期高齢者となる 2025 年には、65 歳以上高齢者の約 5 人に 1 人である約 700 万人が認知症と
なると予測されている（厚生労働科学研究費補助金研究報告書 2013：7-9；厚生労働省 2017：
1）。このような状況下で、認知症高齢者への支援体制の構築は、我が国において急務の課題
であると共に、OECD 加盟国を始め高齢化の進展する諸外国においても看過し得ない重要な
問題であると言える。
認知症者に対する支援方法の一つとして、当事者である認知症者や家族のナラティヴ（物
語／語り）に着目する手法がある。我が国では 2003 年頃から認知症者本人の語りに注目が集
まったと言われ（井口 2015：63）、そのおよそ 10 年後である 2014 年 10 月には国内初の認知
症者本人による当事者団体「日本認知症ワーキンググループ」が発足した。こうした当事者
の主体性の重視は、臨床場面のみならず認知症高齢者に対する施策にも見出され、2015 年 1
月に厚生労働省が関係府省庁と共同で策定した「認知症施策総合戦略〜認知症高齢者等にや
さしい地域作りに向けて〜（新オレンジプラン）」では、「認知症の人の意思が尊重され、で
きる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現」が
目指すべき基本理念として謳われ（厚生労働省 2015：1）、2017 年 7 月の改訂においては、
「7. 認
知症の人やその家族の視点の重視」として従来の実態調査の他に、新たに「認知症の人の視
点を重視した支援体制の構築手法等の検討」が明文化され、その具体的な手法として「地域
で認知症の人が集い、発信する取組である本人ミーティング」が打ち出されるまでに至った（厚
生労働省 2017：16）。
更に、支援者の側を見ても、認知症者や家族の療養場所の相談や生活支援、医療・介護と
の連携を担う社会福祉の領域では、ソーシャルワークの根本概念として、2014 年に国際ソー
シャルワーカー連盟（IFSW）と国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）が従来に代わる
定義として「ソーシャルワークのグローバル定義」を採択し、ソーシャルワークを「実践に
基づいた専門職であり学問である」とした上で、その注釈において「当事者の力」や「当事
者関与」を重視点のひとつとした改訂を行っており、こうした定義や注釈は各国のソーシャ
ルワーク実践及び研究に大きな影響を与えている（IFSW&IASSW 2014；日本社会福祉士会
2014：2-4）。我が国の社会福祉領域におけるナラティヴ研究は、その思想的源流をポストモ
ダニズムや社会構成主義に持つものが主流であると考えられるが（道念 2016：31,34-37）、こ
うした対象者の「小さな物語」に焦点を当てる試みも、ソーシャルワークにおける当事者性
の重視と類似した方向性を持つものと捉えられる。このような様々な社会的背景に基づき、
我が国における認知症者や家族を対象とした実践や研究においては、社会福祉領域を始めと
して当事者のナラティヴに着目した取り組みが近年徐々に見られる様になり、政策、臨床、
研究という三つの側面において、認知症者本人に目を向け、その語りをどのように取り上げ、
位置付けて行くのかが重要な検討課題になってきていると言えよう。
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しかし、一方で、認知症者のナラティヴに焦点付ける研究や実践は、その重要性が認めら
れながらも、言語障害や記憶障害などの認知症特有の症状や障害の態様から、適用の困難さ
も指摘されている 1）。認知症者を対象とした、語られた言葉やストーリー構成を基盤とする
手法の適否、実践で用いる場合の臨床技法としての具体化、学術研究における理論的枠組み
や分析手法の詳細等、いずれの側面においても未だ確立した見解は見られず、様々な学問領
域において多様な議論が展開されているのが現状である。
そのため、本論文では、こうした多様な議論の成果を統合し、今後、認知症者や家族を対
象としたナラティヴ研究が追究すべき課題を明確にする為に、特に日本国内における認知症
とナラティヴに関連した先行研究がどのように行われて来たのかを、文献調査を通じて明ら
かにすることを目的とする。先行研究の動向と現状を概観し、特に、認知症という疾患の特
性とナラティヴの適合性がどのように捉えられているのか、認知症ケアやその研究における
ナラティヴの意義や留意点に関してどのような言及がなされているのかを明らかにすること
は、超高齢社会における認知症有病率の急増が見込まれる日本のみならず、高齢化が進展し
新たな社会体制の構築や、高齢者への支援の在り方が問われるヨーロッパ諸国においても示
唆を与えるものとなると考えている。

Ⅱ．研究方法
日本国内で発行された学術論文と書籍を対象として、大木（2013）、ガラード（2010=2012）
の手法を参考に、系統的文献レビューと収集した文献のマトリックス分析を行った。文献の収
集では、国立情報学研究所の電子データベース CiNii Articles と CiNii Books、及び、国立国会図
書館の電子データベース NDL-OPAC を用いて、「（認知症 or 痴呆 or 呆け）AND（ナラティヴ or
ナラティブ）」を検索式として論文、図書・雑誌検索を行った（最終検索日：2017 年 10 月 23 日）。
検索式に用いるキーワードとしては、現在の「認知症」という呼称に加えて、2004 年に厚
生労働省の『「痴呆」に替わる用語に関する検討会報告書』により名称変更がされる以前の論
文や書籍も対象とする為、「痴呆」及び主に口語表現として用いられる「呆け」という用語の
何れかを含むこととした。また、「ナラティヴ」という用語に関しては、国内論文、書籍にお
いては「ナラティヴ」と「ナラティブ」の両方の表記が見られる 2）ため、何れかの用語を含
むものとして検索式を作成した。
文献抽出の期間は限定せず、検索日時点で検索し得る全ての文献を対象とした。また、幅
広い分野からより多くの知見を得る為、査読の有無や資料の種類に条件は設けない事とした。
対象文献の内容分析ではマトリックス方式を用い、論題、著者名、掲載雑誌、発行年月、
資料分類、該当キーワード、研究領域、背景、研究目的、研究方法、調査を行った場合の対象者、
結果、考察もしくは研究から得られた知見、限界、今後の課題、といった基本項目の他、認
知症の特性への言及、認知症に対するナラティヴの適用性・意義・留意点への言及を項目立て、
それぞれ縦列的に内容を比較検討した上で、結果の分析と統合を行った。
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Ⅲ．研究結果
Ⅲ－ⅰ．検索結果
「（認知症 or 痴呆 or 呆け）AND（ナラティヴ or ナラティブ）」の検索式を用いて電子デー
タベースで論文検索、図書・雑誌検索を行った結果、CiNii Articles33 件、CiNii Books4 件、
NDL-OPAC35 件の合計 71 件の先行文献が抽出された。その内、重複文献 31 件（CiNii Articles
／ Books と NDL-OPAC での重複 30 件、NDL-OPAC 内 1 件）と、書籍に複数の論文が収載さ
れており、「認知症 or 痴呆 or 呆け」のキーワードと「ナラティヴ or ナラティブ」のキーワー
ドがそれぞれ別の論文に記載されている文献 1 件、統合失調症の旧称である早発性痴呆によ
り「痴呆」のキーワードに該当した文献 1 件を除外し、最終的に 38 件の文献をレビュー対象
とした。対象文献の一覧を記した表 1 は論文末尾に掲載する。
対象文献の出版年は、最も古いものが 2003 年（大島 2003）であり、最も新しいものは
2017 年 3 月（村山 2017）であった。5 年ごとに期間を区切り文献数の推移を見ると、2003 年
〜 2007 年は 20 件、2008 年〜 2012 年は 8 件、2013 年〜 2017 年は 10 件であった。2003 年〜
2007 年の間に他の期間のおよそ倍の文献数が見られるが、20 件中 7 件は 2006 年に発行され
た雑誌の特集論文（主として実践報告や事例報告）であり、4 件は 2007 年に発行された同一
著者による連載論文であることに留意する必要がある。こうした影響を考えると、2003 年以
降の文献数は年により増減があるものの、研究動向としての顕著な高まりや低まりは見られ
ないと捉えられる。

Ⅲ－ⅱ．研究領域と検索キーワードの該当数
対象文献の研究が行われた領域を分析した。文献本文に研究領域の記載が見られない場合
は、その文献が発表された学術誌の種類もしくは著者の専攻領域から分類を行った。また、
例えば文献の内容から「社会福祉における教育」等複数の専攻領域が想定される場合、論文
の主旨を吟味し当該文献において最も重視されると考え得る領域に分類した。
結果として、7 つの研究領域が見出された。該当数の多いものから順に、社会学 11 件、看護
学 10 件、社会・介護福祉学 6 件、作業・理学療法学 5 件、心理学 4 件、医学 1 件、言語学 1 件
であった。それぞれ該当する文献の内訳は表 1 の対象文献一覧表に併記する。また、Ⅲ−ⅰ . 検
索結果で述べた 5 年毎に区分した期間に各研究領域の文献数を整理したものが表 2 である。
対象文献の内、同一著者により書かれた文献は 13 件あり、社会学 9 件（出口 5 件、坂下正
幸 2 件、荒井 2 件）、作業療法学 2 件（小川・竹田）、社会福祉学 2 件（安達）であった。研
究領域の分類としては社会学が 11 件で最多だが、うち 9 件は 3 名の著者によるもので、さら
にそのうちの 4 件は同一著者による連載論文（文献番号 17 〜 20）だった。また、看護学領域
における文献 10 件の内 7 件は、同一雑誌の特集としての主に実践や事例の報告であった。
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検索式の内どの検索キーワードが該当したかの内訳分類を見ると、
「認知症」「痴呆」「呆け」
というキーワードに関しては、厚生労働省「『痴呆』に替わる用語に関する検討会報告書」
（2004）
が発表された翌年である 2005 年を境として、文献番号 3（中川 2005）以前は「痴呆」という
用語であったのに対して、文献番号 4（MENN 2005）以降は全て「認知症」という用語を用
いていた。「ナラティヴ」「ナラティブ」のキーワードに関しては、全 38 件中「ナラティヴ」
が 18 件、「ナラティブ」が 20 件であった。文献ごとの結果は表 1 にて記す。
研究領域と照らし合わせると、
「ナラティヴ」という用語を用いていた文献は、社会学 7 件、
社会福祉学 5 件、心理学 4 件、看護学 2 件であった。一方、
「ナラティブ」を用いていた文献は、
看護学 8 件、作業・理学療法学 5 件、社会学 4 件、医学 1 件、社会福祉学 1 件、言語学 1 件であった。
これは斎藤（2010：5）において、「ナラティヴ」という日本語表記は人類学、社会学、心理
学などの領域で多く用いられ、「ナラティブ」は医療領域で多く用いられてきたという説明と
完全には一致しないものの、基本的には類似した傾向が認められる。今回の文献調査の結果で、
社会学領域で「ナラティブ」という用語を用いた 4 件（文献番号 17 〜 20）は同一著者による
ものであり、同著者は後に別の文献で、掲載誌の編集方針を尊重した上で「ナラティヴ」と
いう表記に変更している（文献番号 33）。また、看護学領域で「ナラティヴ」を用いた 2 件の
文献（文献番号 1,30）では、文献番号 1 では野口（2002）が、文献番号 30 では Gergen.K（2009）
や McLeod.J（1997）といった社会学や心理学における先行研究が参考文献として示されており、
他領域における研究からの影響が推測される結果となった。

Ⅲ－ⅲ．研究内容
研究領域ごとの研究内容を概観する。研究内容としては、マトリックス分析から特に、論題、
研究目的、研究方法、調査を行った場合の対象者や結果、考察や得られた知見に注目して内
容をまとめた。
社会学領域における文献の研究内容には、二つの特徴がみられた。まず、11 件全ての文献
において、心理療法であるナラティヴ・セラピーもしくはナラティヴ・アプローチの思想や
技法に触れており、うち 8 件（文献番号 2,18,19,20,21,23,27,34）ではナラティヴ・セラピーの
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主要な三つの潮流とされる、ホワイト & エプストンの「書き換え療法」、アンダーソン＆グー
リシャンの「無知の姿勢」、アンデルセンの「リフレクティング・チーム」等の技法が認知症
者や家族の支援にどのように援用できるかという点を追究していた。次に、複数の論文にお
いて、認知症者や家族、支援する専門職のみならず、それらを取り巻く地域や社会について、
特に社会構成主義や書き換え療法の視点からの言及が見られた（文献番号 21,27,34）。以下、
各文献の概要を簡潔に述べる。田中優子・野村（2004）では痴呆を「経験の病い」ととらえ、
痴呆性高齢者の女性の事例を元に、ナラティヴ・セラピーの方法が痴呆に対してどのような
臨床的展開を見せるのかを説明した。出口（2007a；2007b；2007c；2007d）は連載論文であ
り、各回で別々の認知症高齢者の事例を取り上げ、「アイデンティティ」等の社会構成主義に
関連する主要な概念や、ナラティブ・セラピーの技法を適用し、認知症者への支援にそれら
が有効であることを説明した。又、社会における認知症に関する「物語」が「認知症になる
と何もできない」というドミナント・ストーリーから「認知症を持ちながらも安心して暮らす」
というオルタナティブ・ストーリーへ書き換えられているのが現在の状況だと述べた。荒井
（2008）は、インボランタリーな認知症介護家族の事例を元に、ホワイトとエプストンのモデ
ルを基礎理論としてナラティヴ・アプローチを用いたソーシャルワーク支援の有効性を検討
しており、さらに、荒井（2010）ではそれに加えて、ナラティヴ・アプローチを用いたソーシャ
ルワークにおける回復のポリティクスがどのように働いているのかを考察した。出口（2015）
は、本人による認知症体験の語りの重要性と、どのように語り合うかという点をナラティヴ・
アプローチの思想や技法を元に説明した。この出口論文と同じ雑誌『ナラティヴとケア（6）』
に掲載されているのが井口（2015）であり、認知症デイサービスでのフィールドワークを行っ
た事例を通じて、ナラティヴによる実践分析が認知症支援や臨床社会学的研究にもたらす示
唆を検討している。他に、坂下正幸（2006；2008）はナラティヴ・アプローチと音楽療法を
組み合わせ、認知症高齢者が音楽を介して回想した思い出を語る事の意味や価値を考察する。
看護学領域における文献は、10 件中 8 件が実践報告の中での事例検討であり、1 件が回想
法を用いた個別面接とアンケート調査、1 件が会話分析を行っていた。また、雑誌の特集論文
としてのタイトルに「ナラティブによる認知症看護」「ナラティブ紹介」と書かれながらも、
個別の論文においてはナラティブの定義や説明がないものも多く見受けられた（文献番号 8
〜 14，16）
。以下、各文献の内容を簡略に述べる。大島（2003）は今回の検索結果で最古の文
献であり、高齢者専門病院で痴呆性高齢者を対象に回想法個人面談を行い、回想法をナラティ
ヴ・セラピーとして捉え、回想ボードを作成し生活の場に置く事で、新しいセルフ・ナラティ
ヴや、ナラティヴ・コミュニティが生まれると述べた。畠山（2006）、森泉（2006）、山口（2006）、
高林（2006）、堀内園子（2006）、堀内静子（2006）、白取（2006）の 7 件は雑誌『看護実践の
科学 31（9）』における特集論文「特集

事例中心！ナラティブによる認知症看護」であり、

病院（一般病棟、デイケア、高齢者専門病院）、老人保健施設、グループホームにおける事例
や実践報告の他、夫の認知症発覚からの経過を家族の視点で報告したもの（山口 2006）、認
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知症の基礎知識（原因疾患、中核症状、周辺症状）と今後の認知症看護に求められるものの
考察（堀内園子 2006）があった。坂下尚之（2007）も同様に、雑誌『看護部マネジメント 12
（144）』における特集「体験を物語として語り継ぐ『ナラティブ・アプローチ』看護部での実
践」の中の「ナラティブ紹介」で認知症のある高齢女性への看護実践を報告している。金山
（2015）は末期の重度認知症者への人工的水分・栄養補給の導入の可否に関して、家族間の会
話やノンバーバルな交流を会話分析で記録し、ナラティヴ・アプローチによって心理的・社
会的要因の分析・解釈を行い、代理意志決定に影響を与える要因を考察した。看護学領域に
おける文献は 10 件と、今回の調査では社会学領域に次いで多数を占めたものの、大島（2003）、
金山（2015）の 2 件を除くと、論文本文中でナラティヴと認知症の関連については触れられ
ておらず、事例そのものを「ナラティブ」として取り上げていることが推測される形式となっ
ており、研究内容の質的蓄積という点では未だ端緒に着いたばかりと言えるだろう。
社会・介護福祉学領域における文献は、社会学領域における研究がナラティヴ・セラピー
に関連する一定の方向性を見せたのに対して、研究目的、研究対象、研究方法など何れも多
様であった。以下、6 件の文献の研究内容を簡潔に見ていく。山名・松本（2005）は認知症高
齢者のグループホームに対するアンケート調査と入所者の事例考察を行い、ユニークな会話
を重ねることで入所者にとって心地好い居住空間が作られること、ストーリーを支える感性
としての地域性が必要であることなどを説いた。溝田（2006）は理論研究を行い、認知症高
齢者のケアにおけるその人らしさに関する概念について、個別性を追究したナラティヴ・ア
プローチや回想法を中心に整理した。鈴木（2009）は介護福祉学科の学生を対象に認知症ケ
ア標準テキスト掲載の事例を用いた課題を行わせ、ナラティヴ・モデルを認知症の周辺症状
に対するアセスメント視点として活用する方法を検討した。安達（2010）は介護老人保健施
設でナラティヴ・アプローチの視点に立って展開されたソーシャルワーク事例を提示し、問
題の外在化やアウトサイダーウィットネス等のナラティヴ・セラピーの技法を家族ソーシャ
ルワークに活用することの有効性を検討した。また、同著者である安達（2017）では、別の
事例を提示し、デンボロウとヌクベにより開発されたナラティヴ・アプローチの具体化手法
である「人生の木」を用いて認知症高齢者・家族支援を行うことの有効性や多職種連携の促
進への影響を考察した。村山（2017）は文献研究を行い、認知症高齢者の社会的認知に関す
る有効なケアの方法論を検討し、問題志向型の記録方法である SOAP 形式で評価・記録する
ことの可能性をまとめた。
作業・理学療法学の研究領域における文献は 5 件あり、内 2 件は同著者らによる書籍の旧
版と新版の為ほぼ同様の内容であったが、その他の 3 件は研究テーマや研究方法、ナラティ
ヴに関する理論や技法等はそれぞれ異なるものを取り上げている。小川・竹田（2009；2016）
は認知症者への作業療法では医学面に加えて包括的な視点が求められ、認知症特有の周辺症
状（evidence）
、個人が積み上げて来た「その人らしさ」
（narrative）
、周囲との関係性（environment）
を考慮することが必要であると述べる。中島・片山・菅沼（2011）は、認知症高齢者が作り

上智大学社会福祉研究

88

2018. 3

出す物語の登場人物（誤認対象）を支援者が演じて作業療法を行うことにより、BPSD が改善
したと報告した。永井（2012）はキールホフナーの提唱するナラティブ・スロープを用いて
外来作業療法を行った事例を提示し、認知症者に対するこの手法の有効性を説いた。古井透・
古井正代（2017）はナラティブな体験としてのアシスティブ・テクノロジーとして、認知症
高齢者の事例において電動スクーターを用いたことで世界観が変わったことを伝えた。
心理学の研究領域における文献は 4 件あり、それぞれ研究内容は異なっており、関連性や
類似性は認め難い。原（2006）は老人ホーム入所者である中重度の認知症のある高齢者にコラー
ジュを含むセラピーを実施し、ナラティヴ・アプローチに基づく解釈を行った。無藤（2013）
は介護家族を支援する心理アセスメントの諸要素を統合する要として、志向的状態理解の為
の協働的会話について論考を記した。田中元基（2015）はディスコース心理学の立場から、
認知症高齢者の質問や話の繰り返しを個人内要因に帰するのではなく、前後のやり取りか
ら検討し、会話相手からの要請への対応等としてそうした症状が現れる事を説明した。吉川
（2015）は沖縄県内の高齢者福祉施設にアンケート調査を行い、沖縄戦体験の語りへの施設従
事者の対応や想いを調べ、認知症高齢者の自発的なナラティブを活かした心理的援助技法の
開発が必要だと主張した。
医学領域、言語学領域はそれぞれ 1 件ずつの文献が見られた。医学領域では、中川（2005）
が物語の異化作用という視点からナラティヴ・アプローチを認知症高齢者介護家族に対して
施行し、介護家族に接する医療スタッフの物語が与える影響の大きさを説いた。言語学の領
域では、MENN（2005）が言語障害を持つ人の言語産生能力を評価するナラティブ能力の測
定法を開発するため、認知症者等様々な言語障害を持つ人々がどのような受け答えの特徴を
持つのかをまとめた。
各研究領域を横断的に概観すると、動向として最も多かったのはナラティヴ・セラピーや
ナラティヴ・アプローチの思想や技法を認知症者や認知症ケアに援用し、事例分析や理論考
察を行ったものであった。これは言語学領域を除き、他の全ての研究領域において該当する
文献が見られた。また、ナラティヴ・セラピーやナラティヴ・アプローチの思想や技法にお
いても、論拠する研究者は様々であり、思想面においては一定の類似性が認められながらも、
取り上げられる技法には異なりが見られた。更に、ナラティヴ・セラピー等とは別に、言語
能力をナラティヴとして説明、追究する文献や、事例そのものや事例に対する著者の考察を
ナラティヴと称する文献もあり、多様な研究内容が見られる結果となった。

Ⅲ－ⅳ．認知症の特性とナラティヴの適用性・意義・留意点
対象文献において、ナラティヴに関連する認知症の特性がどのように把握されているのか、
また、認知症に関する臨床実践や研究におけるナラティヴの適用性や意義、留意点がどのよ
うに述べられているかを調べた。認知症ケアには既にパーソン・センタード・ケア、バリデー
ション、エマニチュード、回想法等の著名な非薬物療法があるが、それらと比較して、ナラ

高齢、認知・精神障害領域における言説手法の援助関係論への展開

89

―認知症とナラティヴに関する文献検討を通して―

ティヴを用いた支援や研究方法がどのような特徴や有効性を持ち得るのかを追究するために
は、まず前提として認知症の、特に言語表出に関わる特性がどのように捉えられており、そ
の上で認知症ケアにおいてナラティヴを用いた手法の適用性があるのか、適用性があるので
あれば意義や留意点はどのようなものかを明らかにする必要がある。本節では、マトリック
ス分析を用いて、認知症の特性と、ナラティヴの適用性・意義・留意点に関する言及を抽出し、
類似性が認められる物ごとにカテゴリー分類を行い、内容を整理、統合した。
結果として、以下の 8 つのカテゴリーに分けられた。「1. 認知症者の言語表出における特徴」
「2. 認知症者に言語的手法を用いる事の困難さと補助的手段」
「3. 人生の再著述と再解釈」
「4. 支
援者にもたらす影響」
「5. 認知症に対する偏見と物語の書き換え」
「6.BPSD の軽減と出現要因」
「7. ナラティヴとエビデンスの関わり」「8. インタビューデータとしてのナラティヴ」である。
このうち、2 〜 7 のカテゴリーは更に複数のサブカテゴリーに細分化した。表 3 は、カテゴリー
とサブカテゴリー、該当するテキストの例、及び、それらが認知症の特性、ナラティヴの適
用性・意義・留意点のいずれに該当するかを整理したものである。以下、それぞれのカテゴリー
の内容を見ていく。
「1. 認知症者の言語表出における特徴」は、2 つの文献で言及されていた 3）。MENN（2005：
135-136）はナラティブ能力の測定において、認知症者のほか失語症者や自閉症児等の言語障
害のある話者に共通する特性として 3 点（句・節・文の単純化、言語能力の限界に近い課題
では成績が一定しないこと、成績は語や構造の使用頻度の影響を受けること）を挙げた上で、
その他認知症者の言語の産生に関する特徴として、「提示された絵の重要な情報を省略する、
前に出て来た内容の保続、他の物語の混入とその正当化」を挙げた。村山（2017：27）は、
認知症高齢者の社会的認知の定義付けに向けた文献研究をもとに、「言葉や文脈や状況に配慮
して適切な解釈の基に選択して扱う語用論的能力」について、比喩表現を含む諺を字義どお
りに解釈したり、言い訳や作話が認められたりすること、また、自分が持つ認知フレームに
他者を当てはめて理解しようとする、一度形成した他者の印象が固着し易く、他者の感情の
理解に影響を与える傾向がある、脱抑制的な行動が出現する前に現れる不同意メッセージ（不
安・混乱・落ち着きの無さ・あきらめを示す兆候）は会話における語りと同様、ことばとし
ての意味を持つ等の特徴や解釈を説明した。
「2. 認知症者に言語的手法を用いる事の困難さと補助的手段」は 2 つのサブカテゴリー、
「2-1.
言語的手法を用いる困難さの指摘」、「2-2. 言語的手法の困難さを補う手段」に分類した。「2-1.
言語的手法を用いる困難さの指摘」は 3 件の文献で述べられており、田中優子・野村（2004：
38-39）はナラティヴ・セラピーは「言語的能力が充分でない重度痴呆の人に対しては不向き
という印象を与えがち」であると指摘した上で、Moore ら（2002）の報告から「ナラティヴの
姿勢を理解することで、たとえ、言語的に限界があっても、重度痴呆の人と専門家の協働作業
は可能になると述べている」と伝える。原（2006：134）は「本来的には語りを中心に進めら
れるべきナラティヴ・アプローチは、言語表現が低下した重度の認知症高齢者にとって、必ず
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しも有効な手段とは言えない。対象者には話すきっかけが必要である。またセラピストにとっ
ては断片的な語りだけから彼らの心を理解することは困難である」と述べる。更に、吉川（2015：
82）も認知症高齢者の語りは「非常に断片的にな」り「前後の脈絡なく語られ」るために聞き
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取りが難しいと指摘している。その上で、「2-2. 言語的手法の困難さを補う手段」が 5 件の文
献で用いられている。大島（2003：81-82）では回想法による回想ボードを生活の場に置くこ
とでセルフ・ナラティヴが生まれたとし、原（2006：146-147）はコラージュを用いることで、
認知症高齢者の断片的な語りを補完することができると述べた。永井（2012：51-53）はキー
ルホフナーが考案した「ナラティブ・スロープ」という人生の叙述を図に示す方法を活用し、
更にそれに写真を付与して意味付けを高め、安達（2017：192-193）はデンボロウとヌクベが
開発した「人生の木」をナラティブ・アプローチを具体化する手法として用いている。また、
吉川（2017：82）は「重度の認知症を患い、話（言語）だけでは記憶の想起が難しい方でも、
映像や写真が補助的にあれば生き生きとした表情で話しが出来る方は多い」と補助ツールを
用いた技法の開発の必要性を主張している。
「3. 人生の再著述と再解釈」は、認知症者本人に対するサブカテゴリー「3-1. 自己肯定感や
意欲の向上」と、家族に対するサブカテゴリー「3-2. 尊厳の基盤の具現化」及び「3-3. 家族の
リ・メンバリング」に分類した。「3-1. 自己肯定感や意欲の向上」では、永井（2012：53）が
認知症により「物忘れをとがめられる経験」が続き以前の「社会的地位や役割が崩れ落ちる
かのような想いを繰り返し味わい、その結果、行動が消極的に」なった認知症者がナラティヴ・
スロープを活用したことで自己を客観視し生活への意欲を生んだと説明する。特に「過去に
有能感を持っているであろう対象者」にはナラティヴ・スロープは有効な介入手段になると
言う。「3-2. 尊厳の基盤の具現化」では、安達（2017：195-196）が「認知症高齢者の支援にお
いて、尊厳保持への感受性は不可欠な要素」であるが、「認知能力低下に伴う行動変容は、し
ばしば高齢者を減価し無力化する方向で作用し、周囲の人々はそこに尊厳を託すものを見失
いがち」になるため、尊厳を見据えることのできるストーリーが必要であると指摘し、「人生
の木」が本人の価値や強み、貢献を呼び戻し、尊厳の基盤を感知・具現化したと述べる。
「3-3.
家族のリ・メンバリング」は 3 件の文献が言及しており、安達（2010：52）は認知症介護を
行う家族は「あいまいな喪失」（Boss1999=2005）の中で家族メンバーのみならず自己像の揺
らぎも経験していると言い、認知症発症により家族のつながりを疑うエピソードに焦点化さ
れたドミナント・ストーリーが、ナラティヴ・セラピーの手法を用い認知症者の過去の人生
像を掘り起こすことで、家族の親密性を保証するオルタナティヴ・ストーリーに生まれ替わっ
たと事例分析をしている。また、安達（2017：196）では別の事例において「人生の木」が認
知症高齢者と家族のつながりを確認し、リ・メンバリングの過程となったと報告している。
無藤（2013：674-675）はホワイト（2007）の内的状態理解と志向的状態理解の概念を用いて、
介護家族が人生体験を志向的状態理解に沿って意味付け直すことで「介護状況への取り組み
や全体の再構築の要になる」ことを試論として述べている。
「4. 支援者にもたらす影響」は、支援者に関連する項目として 4 つのサブカテゴリー、「4-1.
情報収集」「4-2. 当事者、介護者への敬意と関心」「4-3. 多職種連携」「4-4. 専門職教育」に分
類した。「4-1. 情報収集」では、安達（2017：196）が「人生の木」はストレングスに着目し

92

上智大学社会福祉研究

2018. 3

た包括的当事者理解に繋がるとともに貴重な情報収集ツールであると述べる。「4-2. 当事者、
介護者への敬意と関心」では、安達（2017：197）が当事者の生き方の軌跡に触れることで敬
意と関心を呼び起こすとし、無藤（2013：675）はナラティヴな会話により介護者の体験への
想像の余地が開かれ、関心と尊敬の念が強まると言う。「4-3. 多職種連携」では、安達（2017：
196）が「人生の木」をツールとして支援計画作成に当事者・家族が参画し、それを結節点と
して支援者側のチームワークが生まれると言い、無藤（2013：675）もナラティヴな協働的会
話を用いた実践は多職種のアセスメントの統合や対話を活性化するきっかけとなると述べる。
「4-4. 専門職教育」では、鈴木（2009：65-66）がナラティヴ・モデルの教育効果として、認知
症者の主観的世界に近づく受容的・共感的姿勢の養成が期待できるとした。
「5. 認知症に対する偏見と物語の書き換え」は、「5-1. 本人の偏見と物語の書き換え」「5-2.
家族の偏見と物語の書き換え」「5-3. 支援者の偏見と物語の書き換え」「5-4. 地域や社会の偏見
と物語の書き換え」の四つのサブカテゴリーに分類した。「5-1. 本人の偏見と物語の書き換え」
では、出口（2015：52-53）が認知症当事者である佐藤雅彦の「私は認知症と生きる中で二つ
の偏見を知りました。一つは自分の中にありました」との書き込みを引用し、
「偏見に苦しめ
られ生きる力を奪われてきた当事者たち」が自ら認知症体験を語ることは、支援者や周囲を
巻き込んだ物語の書き換えであると述べる。「5-2. 家族における偏見と物語の書き換え」では、
田中元基（2015：177）がサバットの指摘を元に「介護者が相手を認知症と認識することで認
知症症状ではない行為を症状として解釈してしまう危険性や、かかわり方を変化させること
によって新たに認知症症状を生み出してしまう危険性」に触れている。また、物語の書き換
えとして、田中優子・野村（2004：36）は介護家族は痴呆を良く理解し受け止めることが必
要になるが、痴呆症状に翻弄され疲弊することがしばしばある中で、「ケアをする側のドミナ
ントストーリー（その人を苦しめ、支配するストーリー）をオルタナティヴストーリー（苦
しみから解放される新しいストーリー）に書き換えることで、痴呆の治療も変わる可能性」
があると述べる。安達（2010）では事例を通じて具体的にこの過程を説明しており、認知症
高齢者に対する家族ソーシャルワークにおけるナラティヴ・アプローチを活用する有効性を
主張している。「5-3. 支援者の偏見と物語の書き換え」では、上述した田中元基（2015）のサバッ
トに準拠する指摘が支援者にも当て嵌まるとともに、出口（2007b：23-24）が「専門家は『そ
れは徘徊だ』
『それは見当識障害だ』といった専門的知識に頼って、
その人の生きる現実を『わ
かったような気になる』傾向があ」るが、認知症者の語りこそが「その人の生きる現実」だ
として「無知の姿勢」で受け止めることが重要だと述べている。「5-4. 地域や社会における偏
見と物語の書き換え」では、出口（2007d：41；2015：53）が「認知症になると『何もできな
くなる、何もわからなくなる』という偏見に満ちた『支配的な物語』」が社会に広がっていたが、
今は「認知症と『ともに生きる』ための『もう一つの生きやすい物語』へと書き換えられよ
うとしている」として、物語という概念を認知症を取り巻く社会に対する分析軸としている。
また、荒井（2010：28）は、認知症高齢者に対するナラティヴ・ソーシャルワークは個人の

高齢、認知・精神障害領域における言説手法の援助関係論への展開

93

―認知症とナラティヴに関する文献検討を通して―

ミクロな物語の権力構造だけでなく、「社会的、文化的に制度化されているマクロな物語の権
力構造」に目を向ける必要があり、「機関や組織の方針」や「その時代に特徴的な福祉のパラ
ダイム」を相対化しなければならないと、社会的視点を持つことの重要性を強調している。
更に、荒井（2008：125-134；2010：22-26）では事例を通じて、認知症介護家族の「地域の中
で厄介者にされている」、つまり「この地域では認知症に対する無理解があり、偏見が根強く
のこっている」というストーリーから「地域住民の認知症への理解が促進することを望む内容」
の発言を受けて、「少しでも住みやすい地域に変える」ために当時地域包括支援センターの社
会福祉士であった筆者自身が民生委員の協議会に働きかける、即ち個人のストーリーを起点
として地域社会の偏見と物語の書き換えを行おうとする過程を示している。
「6.BPSD の軽減と出現要因」は、「6-1.BPSD の軽減」と「6-2.BPSD の出現要因」の 2 つの
サブカテゴリーに分類した。「6-1.BPSD の軽減」では、中島（2011：3-4）が認知症高齢者が
作り出す物語の登場人物を演じる試みを実践し、焦燥感における BPSD の改善が見られたと
報告した。「6-2.BPSD の出現要因」では、鈴木（2009：55-56）が「認知症者の日常的行動は
介護者の関わり方が大きく関与し、周辺症状はある種の社会的構成によって生まれた現象で
ある」と述べ、田中元基（2015：191-193）は更に具体的にディスコース心理学の立場から会
話を分析し、認知症高齢者の同じ質問や話の繰り返しは認知症の中核症状や行動・心理症状
といった個人内要因ではなく他者とのやり取りから現れると分析した。
「7. ナラティヴとエビデンスの関わり」は、
「7-1. その人らしさとしてのナラティヴ」と「7-2.
言語化の手段としてのナラティヴ」の 2 つのサブカテゴリーに分類した。「7-1. その人らしさ
としてのナラティヴ」では、小川・竹田（2009：131-132；2016：160-161）が「認知症の症状
は脳の機能障害に起因する部分に、個人のそれまでの生き方が強く関連しながら出現し、また
環境によりそれは変化していく」とした上で、認知症特有の周辺症状を知る（evidence）、個人
が長い歳月の中で積み上げて来た「その人らしさ」を考慮する（narrative）、周囲との関係性
を考える（environment）というトータルな視点が求められると主張する。中島（2011：3）は、
物語の登場人物に「なりきることで、その人らしさに焦点をあて、本人の気持ちに寄り添」う
という試みを報告している。また、溝田（2006：15-17）は認知症症状を持つ高齢者の「語り
をつなぎ合わせながら、その人らしさを理解すること、全人的に捉えること」がナラティブ視
点でケアをすることであり、認知症高齢者のケアの理念でもあると説く。「7-2. 言語化の手段
としてのナラティヴ」では、村山（2017：30）が「認知症高齢者と高齢者ケア専門職双方の社
会的認知を言語化（ナラティヴの概念）して、他の高齢者ケア専門職とこれらの概念を共有・
蓄積（エビデンスの概念）する」ことが高齢者ケアの有益なツールとなると述べている。
「8. インタビューデータとしてのナラティヴ」では、井口（2015：68）が認知症の本人から
の聞き取りは「同じトピックの繰り返しや、端的に『事実ではない』と思われることが語られ」
たため、「データとして扱うことが思いのほか難しかった」と吐露している。その上で、認知
症研究においては「相手をインフォーマントとして捉えるだけでは」「その人の語りの尊重に
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ならない場合もある」ため、「その語りが持つ機能や現実への影響を見ていく観点をとる」こ
とが必要であると述べる。
これらのカテゴリーとサブカテゴリー間の関係を、対象文献の研究内容に基づき検討した結
果が図 1 である。まず、カテゴリーは「データとしてのナラティヴ」と物語概念を用いた「解
釈枠組みとしてのナラティヴ」に大別される。データとしてのナラティヴは、認知症の言語表
出における特徴から、臨床と研究の両側面において聞き取りの困難さが指摘されており、特に
臨床面では困難さを補う方法として補助的ツールが用いられる。解釈枠組みとしてのナラティ
ヴでは、個人・家族といったミクロレベルと、近隣住民や支援者の属する組織といったメゾレ
ベル、認知症施策を行う地域社会や国家といったマクロレベルが相互影響関係にあり、連環的
発展の可能性を持つことが認められた。例えば、人生の再著述と再解釈が認知症症状により弱
体化された本人の自己肯定感や意欲を高めると共に、家族に対しては本人への解釈の書き換え
とリ・メンバリングの促進を、支援者に対しては支援計画作成の為の情報収集に留まらず、当
事者や介護者への敬意と関心を生み BPSD の構築を妨げることへと発展し得る。また、地域や
社会の認知症観が本人や家族の生き辛さ、住み辛さを左右する一方、当事者の声が地域の姿勢
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やより広い社会でのパラダイム転換を導き、実際的な認知症施策として具現化する場合があ
る 4）。これらのカテゴリーはまだ断片的であり、理論上想定される視点の欠落も見られるが、
今後より多くの論稿や調査結果を統合し、ナラティヴ研究の有効性を検討する際の土台とし
たい。

Ⅳ．考察
以上の我が国における認知症とナラティヴに関する文献研究の結果から、高齢、認知・精
神障害領域における言説手法の援助関係論への展開に向けた今後の課題として四点を提起す
る。四点とは、各研究成果の質の評価と批判的考察、認知症の原因疾患と重症度に応じた言
語表出方法の把握、認知症者におけるナラティヴ概念の検討、多職種協働による予防型地域
生活支援におけるナラティヴの活用方法の検討である。
第一に、各研究成果の質の評価と批判的考察である。我が国における認知症に関するナラ
ティヴ研究は 2003 年より始まり、現在に至るまでの約 15 年間潰える事なく研究実績が積み
重ねられている。ナラティヴ研究自体が学際性の高さと多義性をその特徴として持つことに
加えて、認知症者を対象とした臨床実践では医師、看護師、社会・介護福祉士、作業・理学
療法士、心理士等の多職種が関わるため、それぞれの専攻分野において臨床技法や思想の追
究が行われており、今回のレビュー結果では、研究方法と臨床実践からの要請という二側面
から 7 領域という多様な研究領域での文献が見られた。しかしながら、社会学領域において
ナラティヴの概念や技法に類似性が認められるほかは、それぞれの研究領域における研究内
容の関連性や統合性はほぼ見出されず、ナラティヴをどのように用いるかに関しては、認知
症ケアにおける理念や臨床技法としての援用、或いは質的調査法やデータ分析法として等様々
であり、中にはナラティヴという用語の意味内容が明示されていなかったり、評価方法が不
明確であったりした文献も複数見受けられた。系統的文献レビューは関連する文献を網羅的
に収集できるという利点を持つが、一方で、妥当性と信頼性の高い研究成果を統合するため
には、各文献の質的評価が必要となる。また、上述の通り各文献においては先行研究への言
及そのものが乏しく、研究成果の吟味や再調査、再検討が見られていない為、成果の信頼性
や適用範囲などが不明確であり、試論や可能性の提示に留まるものも少なくない。今後は、
各先行研究の質の評価と、理論と実証それぞれの側面からの批判的考察を重ねることにより、
妥当な研究成果を蓄積、統合していくことが課題として求められる。
第二に、認知症の原因疾患と重症度 5）に応じた言語表出方法の把握である。今回の認知症
の特性に関する記述の整理結果では、認知症者の言語表出における幾つかの特性が抽出され
たが、認知症を引き起こす原因疾患や重症度別の言語表出の違いに言及した文献はなかった。
しかしながら、認知症の原因疾患や、特に重症度によっては、記銘記憶能力や論理的思考能力、
判断力、言語機能等に大きな違いが出ることが想定されるため、「認知症」という名称で一括
りにした言語表出特性の把握では、ナラティヴの適用性や適用し得る対象者像、即ち適用範
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囲を把握する上で不充分であると言える。今回の文献調査結果においても、中等度から重度
の認知症者を対象とした調査や実践報告を行った研究では、言語的なコミュニケーションだ
けではなく、補助的なツールを言語表出を促す手段として用いたり、語りを補完する分析対
象としたりするものが見られた（大島 2003；原 2006）。認知機能や言語表出能力の違いにより、
臨床技法或いは研究方法としてのナラティヴの適用の仕方も異なって来るため、認知症の原
因疾患や重症度に応じた言語表出の傾向や特性を把握することで、より現実的な認知症者の
態様に応じた効果的なナラティヴ手法のあり方を検討することが出来るものと考える。
第三に、認知症者におけるナラティヴ概念の検討である。今回のレビュー対象文献では、
ナラティヴ・セラピーを始めとしてナラティヴを用いた思想や技法の説明は見られたが、ナ
ラティヴの定義や概念そのものを取り上げ、詳細に論じている文献は見られなかった。しか
しながら、従来のナラティヴの定義は認知機能障害を前提としておらず、認知症者にナラティ
ヴを用いた手法を適用する場合は、まずそもそものナラティヴの定義や概念が、認知症者に
とってどの程度活用し得るのかを検討しなければならない。ナラティヴの定義や特徴として
は、我が国でナラティヴ・セラピーを導入、普及させた第一人者のひとりである野口裕二は、
その著書『ナラティヴ・アプローチ』（2009：2-5）において、「複数の出来事を時間軸上に並
べてその順序関係を示すことがナラティヴの基本的な特徴」だと説明しており、チャニオウ
スカ（Czarniawska 1998）の説に倣い、「ナラティヴ」にプロット、即ち複数の出来事の関係
を示す筋立てを加えた「ストーリー」と「ナラティヴ」を区別して用いている。また、特に
医療領域では、心理療法であるナラティヴ・セラピー以上に NBM（Narrative Based Medicine）
が注目を集めるが、リタ・シャロンは著書『ナラティヴ・メディスン―物語能力が医療を変える』
（2006=2011：53-89）において、医療の物語的特徴には時間性（temporality）
、個別性（singularity）
、
因果性／偶有性（causality/contingency）
、間主観性（intersubjectivity）
、倫理性（ethicality）の
5 つがあり、これらが物語的実践（narrative practice）の礎石となると記している。野口が因
果性を持つものをストーリーとして区別するのに対して、シャロンは「定義上、ナラティブ
はプロット（plot：筋書き）を持つ」（2011：67）として因果性をナラティブの特徴のひとつ
とするなどの違いも見られるため、まずはナラティヴの定義そのものを比較検討する必要が
あるが、その上で、様々な認知機能障害 6）が重症度に応じて表れる認知症者に対して、それ
らのナラティヴの定義や概念がどの程度当て嵌まり、活用し得るのかを検討する必要がある。
例えば、今回の文献レビューで抽出された認知症者の言語表出の特性である「前に出て来た
内容の保続、他の物語の混入」が見られた場合に、その物語において因果性は成立しない可
能性が考えられるためである。
最後に、多職種協働による予防型地域生活支援におけるナラティヴの活用方法の検討であ
る。今回の文献研究で行った認知症に関するナラティヴの意義の分析結果では、本人や家族、
そしてそれに関わる支援者個人といったミクロなレベルのみならず、支援者が属する組織や
地域、社会といったメゾ、マクロなレベルについても、それぞれを分断的に捉えるのではな
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く連関性を考慮しながら、物語や言説という概念を軸に分析や介入の眼差しを向けることが
解った。こうした社会性への視点は、回想法などの他の非薬物療法と比較して、社会構成主
義を理論的基盤とのひとつとするナラティヴの持つ大きな特徴であると言えるだろう。平成
27 年度から試案として開始され、平成 29 年 7 月に改訂された「認知症施策推進総合戦略〜認
知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜（新オレンジプラン）平成 29（2017）年 7 月
改訂版」に認知症施策として位置づけられた「本人ミーティング」は、「地域で認知症の人が
集い、発信する取組」（厚生労働省 2017：16）であり「認知症の人の視点を重視したやさしい
地域づくりを具体的に進めていくための方法」（一般財団法人長寿社会開発センター 2017：2）
として、普及と推進が期待されている。本人ミーティングは認知症当事者のミクロレベルで
の物語を、近隣住民や各種組織・団体等のメゾレベルへと展開させ、更にその成果が地域社
会や国家といったマクロレベルにおける新たな動きを生み出す可能性を持つ仕組みであり 7）、
そこにおいてナラティヴの特徴とする、物語や言説を軸にミクロ―メゾ―マクロを連環的に
捉え、分析や介入を目指す手法は大きな有効性を持っているものと考えられる。しかし、こ
こで二点、課題として捉えておくべきことがある。ひとつは、ナラティヴ研究が、地域性や
社会性をその射程範囲に置きながらも、理論上での言及に留まり、具体的な分析方法や介入
方法の提示が見られないことである。もうひとつは、本人ミーティングがその対象者を「初
期段階の認知症の人」（厚生労働省 2017：16）に限っていることである。「認知症の人の視点
の重視」には初期段階のみならず、中重度者の視点も含まれると考えるべきであり、中重度
者の視点重視や意向尊重に繋がる方法論の追究が求められよう。また、本人ミーティングや
認知症カフェ等の認知症施策は、当事者を主体とした、地域における予防型協働体制の構築
として捉えられる。我が国における認知症ケアは、問題発生を契機として地域の社会資源と
認知症者が繋がる問題対処を重点とした支援体制から、問題が起こる前に予防的に関わり、
地域の中で多職種、多機関が継続して支えていく体制へと移り変わろうとしている。認知症
当事者は認知症初期あるいは認知症になる前から地域と繋がり、医療、介護、福祉等の様々
な機関や専門職者、或いは地域住民等と連携して、症状の段階に応じた関わりを持つ。永田
（2006：9-17）はこうした認知症者への継続的で段階的な支援方法を「ステージ・アプローチ」
と呼ぶが、このステージ・アプローチを展開する上で、認知症初期、或いは認知症になる前
のより早いステージにおいて本人のナラティヴを聞き取り、継続的、長期的な関わりの中で
それを活かしていくことは、症状が重度化した際に「拡張された自律の原理」8）に基づき本
人の意思を尊重した支援を行うこと、即ち前述した中重度の認知症者の意向尊重を臨床実践
において実現することへと繋がっていくだろう。現在、そして今後の我が国において、多職
種が協働して予防的、継続的に認知症者やその家族の地域生活を支援する中で、当事者のナ
ラティヴをどのように活用し得るのか、その具体的手法の開発が必要とされる。
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Ⅴ．本研究の意義と限界、今後の研究課題
最後に、本研究の意義、限界、今後の研究課題についてまとめる。
まず、本研究の意義を二点挙げる。第一に、認知症とナラティヴに関する系統的文献レ
ビューを行った研究論文は、本邦ではこれが初めてのものとなる。これまで認知症とナラティ
ヴを取り扱った研究では、当該研究と同じか或いは隣接した研究領域における先行研究の幾
つかに触れているものはあったが、研究内容の部分的報告に留まり、全体的な概観や統合化、
内容の批判的検討が図られることはなかった。また、本邦で認知症とナラティヴを主たる対
象とした、所謂「伝統的なレビュー（traditional review）
」や「物語風のレビュー（narrative
review）
」としての先行文献研究も存在しなかった。しかしながら、2003 年より 15 年という
歳月を経て、認知症に関するナラティヴ研究は徐々にその数を蓄積しており、また社会的背
景としても認知症高齢者対策が大きな課題となり、当事者の声が重視されるようになった中
で、これまでの研究成果を統合し、新たに、思想と理論に裏付けられた体系的で実用的な方
法論への展開が求められる時期に至っていた。
第二に、ナラティヴに関連する認知症の特性や、認知症へのナラティヴの適用性・意義・
留意点について現状指摘されている事項を抜き出し、カテゴリーとして統合した上で相互の
関連性を示した。これにより、認知症に対してナラティヴ理論や技法が持ち得る適用性や意
義等の可能性の構造を総体的に提示した。従来の研究では、認知症に関してナラティヴ手法
を用いることの意義は、その論文の中で行われた調査や理論検討の中で導かれた、いわば部
分的なものの提示に留まったが、今回網羅的に文献を収集する系統的文献レビューの手法を
用いることで、現状本領域において指摘されている特性、適用性・意義・留意点の全体像を
示すことが可能となった。また、各カテゴリーの関係図を示すことで、特に解釈枠組みとし
てのナラティヴの特徴が物語や言説を軸としたミクロ−メゾ−マクロの連関性の分析と介入
にあることを指摘し、本人ミーティング等の認知症施策への研究、臨床技法としての援用の
可能性を見出した。
次に、本研究の限界として二点を挙げる。一点目は、対象文献の選択をキーワード検索を
用いて行ったことによる限界である。本研究ではキーワードを検索条件として電子データベー
スからの文献検索を行った為、当該キーワードを検索領域に含まない文献は対象として抽出
されなかった。「ナラティヴ」に類似した用語として「物語」や「語り」があるが、それらは
ライフストーリー論や夢分析等他の研究方法や心理療法においても用いられることがあり、
多様な使用方法と概念の曖昧さが見られるため、今回は一定の線引きとして「ナラティヴ」
という用語を用いることにした。Ⅳ．考察で述べたように、「ナラティヴ」という用語の定義
は研究者や研究領域によって異なり、また、心理療法としてのナラティヴ・セラピー、医療
領域等で用いられるナラティブ・ベイスト・メディスン、質的調査・研究法としてのナラティ
ヴ分析等、その用いられ方も多岐に渡るため、「認知症」と「物語」に関する研究成果と今回
の調査結果の統合を検討する際には、まずは「ナラティヴ」の定義や基盤となる思想や理論
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を明確にした上で、両者の相違性を測る必要がある。本研究の限界の二点目は、対象文献の
品質評価を行っていない点である。近年 ICT の発展により研究成果の蓄積と入手が行い易く
なる一方、入手した情報の品質評価をどのように行うかが課題となっている。例えば、品質
評価或いは品質保証の方法としては、査読付き論文を選択条件とする場合や、英国で開発さ
れた CASP（Critical Appraisal Skills Programme）の開発したチェックリストを用いる場合など
がある。今回は、臨床領域だからこそ得られた知見や可能性の提示も含めて、より多くの情
報を得ることを優先し、品質評価の過程を経なかったが、今後は今回得た研究成果をより堅
固なものとする為、根拠の評価や再検討が必要になると考える。
今後の研究課題としては、以下の二点を挙げる。第一に、上述した限界の二点目から、質
の評価基準の作成が課題となる。その際、学術研究としての体裁は整っていなくとも、有益
と思われる実践報告等をどのように捉えるべきかを考えなければならない。認知症ケアにお
ける有益な方法論の提示は急務の課題である一方、認知機能障害を持つ認知症者のナラティ
ヴをどう扱うかという問題は非常に複雑で、倫理的側面の考慮 9）や、多学問領域に跨った研
究が必要であり、現状の研究状況としては質量ともに時代の要請に応え得るものとなっては
いない。臨床に資する研究成果に繋がるよう、一定の基準を経ないからと臨床実践報告を除
外するのではなく、臨床実践の中でも良質な視点や可能性は取り上げ、学術基盤での根拠付
けを図っていくという前提での、評価基準の作成が求められる。第二に、今回は本邦の文献
をレビュー対象としたが、諸外国においても認知症とナラティヴに関する研究は行われてお
り、数々の研究成果の蓄積があるため、海外文献の系統的レビューを行うことが次なる研究
課題となる。特にナラティヴは元々豪州や欧州から輸入された概念であり、海外ではその後
日本とは異なった発展を遂げている可能性があるため、ナラティヴの定義や活用方法等にも
着目して文献レビューを行い、今回得られた我が国の研究状況やその成果と比較検討する必
要がある。

Ⅵ．付記
本論文は、国際学会 European Social Work Research Association の Seventh European Conference
for Social Work Research で の 発 表（The effectiveness of preventive cooperation systems for
community support of elderly dementia patients in Japan : How does one utilize the narrative of elderly
dementia patients in social work?）をもとに、加筆修正を行い作成したものである。
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（注）
1） 認知症を始めとして記憶障害や言語障害のある対象者に対してナラティヴを用いることの
困難さは、本研究で対象とした文献以外でも指摘されている。例えば、平岡は高次脳機能
障害患者へのリハビリとソーシャルワークに関する論稿で、ナラティヴ・アプローチは
「サービスユーザー自身の言語表現によるストーリーの再構成という意味では、高次脳機
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能障害のようなケースには問題があると言わざるを得ない」（平岡 2006：152-153）と述べ
ており、また、熊谷は当事者基盤に立ったソーシャルワーク援助を試論として検討し、そ
の適用対象をナラティヴ・アプローチ他複数のアプローチと重なるとしたうえで、「本試
論は、非言語的表現も含むがコミュニケーションが前提であり、全く専門援助者とのコン
タクトがとれない場合は適用には困難が伴う」
（熊谷 2011：24-25）と指摘している。
2） 本稿では、原則として「認知症」「ナラティヴ」と表記する。但し、引用をする際には、
直接引用、間接引用等引用の行い方に関わらず、引用元の表記に倣うものとする。
3） 文献番号 15 の原（2006：134）では石崎（2000；2001）の研究を引用する形で、コラージュ
分析を内容分析と形式分析に分けて、認知症高齢者の特徴を挙げている。内容分析では、
継時的テーマの繰り返し、単純化傾向、侵襲性の低いツールが多い、物体の多様性が少な
い、人間の出現率が低い等、形式分析では、形態の弁別はでき形にそって切れるが、作業
開始に戸惑い、全体的な配置、空間利用のしかたが拙劣化している等を挙げ、その根拠と
して視空間性（表象・知覚・構成）能力や認知的構成能力の不足等を述べている。これら
は認知症高齢者の表現方法として興味深いものであるが、言語を主とした特徴ではないた
め、本論文におけるカテゴリー分類には包含しなかった。
4） 現代では、Ⅳ．考察において述べたように本人ミーティングが当事者の物語／言説をメゾ、
マクロへ拡張する可能性を持った仕組みのひとつと考えられるが、過去に当事者そのもの
の声とは異なるものの、ひとつの言説がメゾ、マクロレベルの具体的な行動を引き起こし
た例として、有吉佐和子の小説『恍惚の人』（1972）が挙げられる。元厚生労働省社会援
護局長であり長らく認知症施策に携わってきた中村秀一は「あの小説で国民は『痴呆』は
大変な問題と認識したし、厚生労働省でもそういう認識」となり「認知症の人も含めた老
人対策を立てなければならないと認識した」（宮崎 2011：165）と述べ、『痴呆老人の歴史』
を著した新村拓は「『恍惚の人』の出版がひとつの契機となって、個々の家庭における介
護地獄が次第に語られ始めるようになり、一九八〇年一月には『ぼけ老人を抱える家族の
会』が結成されている」（新村 2002：9）と伝える。小説を媒体としたひとつの言説が社
会に広がり、マクロレベルで施策を形成する機動力となり、メゾレベルで家族会の結成の
引き金となり、ミクロレベルでは個々人の認知症観に影響を与えて行った一例と言えよう。
5） 日本神経学会監修の『認知症疾患診療ガイドライン 2017』（2017）では、代表的な認知症
の診断基準として、世界保健機関による国際疾病分類第 10 版（ICD-10）、米国国立老化研
究所／ Alzheimer 病協会ワークグループ（NIA-AA）基準、米国精神医学会による精神疾
患の診断・統計マニュアル第 5 版（DSM-5）による診断基準を示している。また、各論と
してアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症ほか 11 の原因疾患ごとに症状の特徴
や治療方針等を説明しており、重症度に関しては、軽度・中等度・重度に分類した上で重
症度別対応を記している。同書の中にナラティヴの記載はないが、回想法やバリデーショ
ン、音楽療法等の非薬物療法についてはエビデンスの質に問題があり積極的な推奨は困難
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としながらも、軽度・中等度認知症者への指導・支援の項目にて紹介されている。
6） 認知機能障害としてどのような機能や能力の低下や障害が挙げられているかを各診断基
準で見ると、ICD-10 では「記憶力の低下」「認知能力の低下」が、NIA-AA では以下の二
領域以上の認知機能や行動の障害として「記銘、記憶障害」「論理的思考、実行機能、判
断力の低下」「視空間認知障害」「言語機能障害」「人格、行動、態度の変化」が、DSM-5
では以下の一つ以上の認知領域での優位な認知の低下として「複雑性注意」「実行機能」
「学習および記憶」「言語」「知覚―運動」「社会的認知」が挙げられており、NIA-AA と
DSM-5 は言語機能を認知症に特徴的な認知機能障害のひとつとして含んでいる。（日本神
経学会 2017：2-3）
7）『認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）〜認知症高齢者等にやさしい地域づくり
に向けて〜』の 2017 年 7 月改訂版では、
「7. 認知症の人やその家族の視点の重視」の「(2)
初期段階の認知症の人のニーズ把握や生きがい支援」で本人ミーティングや認知症カフェ
を具体的な取り組みの例として挙げた後、続く「(3) 認知症施策の企画・立案や評価への
認知症の人やその家族の参画」において認知症当事者の視点を施策の企画・立案・評価に
おいて尊重する事や、そのための好事例の収集や方法論の研究促進と発信、それによる全
国的な取り組みの推進を謳っている。（厚生労働省 2017：16）
8） ヴィーチは判断能力のない患者の代理決定における原理を、患者の類型などに応じて分類
しており、中でも「かつて判断能力があった患者」が判断能力があった時点で下した決
定は、本人が判断能力を失った場合、失った期間にも拡張されるのが普通であると述べ、
（ヴィーチ
その形式の根拠をなす道徳的原理を「拡張された自律の原理」と呼んでいる。
2000=2004：152-155）
9） 認知症に関する歴史を鑑みるに、認知症者への臨床実践や研究活動、専門職者の教育等何
れの側面においても倫理や尊厳に対する意志や知識の涵養が重要となる。認知症問題に適
用し得る倫理学理論のうち物語概念を用いたものとしては、浜野がトゥーリーの唱えた
パーソン論（1972=1988）に対して、人生の全体性と社会での関係性を捉えた人間観とし
て「物語を紡ぐ存在としての人間」（浜野 1998）という考え方を打ち出している。また、
栃本は「社会福祉と人間の尊厳」（2007）において、尊厳を生命倫理における最も重要な
概念とした上で、カントの「理性的存在者＝人格性（Persönlichkeit）
」の理論によれば「尊
厳は個々人だけではなく『類としての人（人類）』にあるもの」とされ「したがって、こ
の人には尊厳があり、この人には尊厳がない……ということではないのである」と述べ、
物語論とは別の視座、即ち哲学や宗教学の観点から認知症者に尊厳を認める根拠を示して
いる。更に、栃本は同論稿において、『半』専門家による介入は人間に対する恐るべきマ
ニピュレート《操作》となり、「真の意味で尊厳を踏みにじるもの」であるとして強く警
鐘を鳴らす。栃本のこの論述は、認知症者への臨床実践において非常に重要な指摘である
と言える。
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The development of discourse method according to social work theory
for elderly people/patients with cognitive or mental disorders.
̶Through systematic literature review for dementia and narrative in Japan.̶
Yuki Donen
Abstract : This article is a systematic literature review for domestic articles and books for the purpose
of grasping research trends and clarifying future tasks on dementia and narrative in Japan. After
literature search by electronic database and selection by screening, 38 documents were targeted.By
matrix analysis, I summarized the research contents of each major and organized and integrated the
characteristics of dementia and the applicability, significance and points of attention of narrative to
dementia. As a result, it became clear that diverse research centered on the attribution of narrative
therapy's technique and ideas was carried out in seven areas including sociology and nursing science. In
addition, the descriptions of the characteristics of dementia and the applicability, signiﬁcance and points
of attention of narrative to dementia are categorized into the following 8 categories, "1.Characteristics
in linguistic expression of dementia" "2.Difﬁculty and assistance of using linguistic methods for people
with dementia", "3.Rewriting and reinterpretation of life", "4.Influence on supporters", "5.Prejudice
against dementia and rewriting of stories" "6. Reduction and emergence of BPSD", "7. Narrative and
Evidence", "8. Narrative as interview data". And the relationship between this eight categories was
illustrated. As the further subject for the development of discourse method according to social work
theory for elderly people/patients with cognitive or mental disorders, I raised the following four points,
evaluating the quality and critical consideration of each research outcome, understanding how to do
linguistic expressions according to the cause disease and severity of dementia, examining the concept of
narrative in dementia people, and study on how to utilize narrative in preventive collaboration systems
based on inter-professional work for continuous community life. This article is signiﬁcant not only in
Japan where the prevalence of dementia rapidly increases, but also in European countries where the
aging of the population is progressing.
Key words : dementia, elderly, narrative, systematic literature review, Japan.

