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要約
認知症ケアにおいて、利用者からの介護拒否を経験した際にどのような心理的ストレス反
応が引き起こされるかについて明らかにすることを目的として研究を行った。認知症高齢者
からの介護拒否を経験したことのある職員を対象に、インタビュー調査を行い、内容を分析
した。職員の語りからは、
心理的ストレス反応の情動的反応として、
【抑うつ気分】
【不安】
【怒
り】
【緊張】
【混乱】
【落胆】の６つのカテゴリーと１３のサブカテゴリーが抽出された。また、
心理的ストレス反応の認知・行動的反応として、
【自責】
【自己否定】の２つのカテゴリーと
３つのサブカテゴリーが抽出された。結果として、認知症ケアにおける介護拒否は、利用者
に対して攻撃的な感情を抱く心理的ストレス反応や職員自身が攻撃の対象となる心理的スト
レス反応が生じることが明らかになった。
Key words
認知症ケア、介護拒否、心理的ストレス反応

１．はじめに
認知症の周辺症状、または問題行動と呼ばれてきた BPSD が、介護者にとって大きな負
担になっていることが明らかになっている。高橋らの研究によれば、利用者が表出する非協
力的な態度や暴力などの行動症状が介護職員のストレスを生んでいる１）。また松井の研究で
は、認知症ケアにおける、
「利用者とのコンフリクト」と心理的ストレス反応との相関関係
が明らかにされ、コンフリクトによって引き起こされるストレスがケアの質に影響を与えて
いることが指摘された２）。以上の点からより良いケアを提供するためには、職員のストレス
マネジメントが必要であると考えられる。そこで本研究では、介護職員が介護する場面にお
いて BPSD の症状である「暴力」や「暴言」
、
「拒絶」といった症状を伴う、介護に対する
拒否を経験した場合に、どのような心理的ストレス反応が引き起こされているかについて明
らかにすることを目的とし、インタビュー調査を実施した。
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２．研究方法
１）調査対象者
調査は、神奈川県内にある A 養護老人ホーム（定員６０名）において行った。調査段階
において認知症ケアを実践している介護職員で、認知症高齢者からの拒否体験がある職員を
対象とした。調査は、
事業所に所属する介護職員
（２２人）
の半数にあたる 11 名に対して行っ
た。11 名についての基本属性については、表 1 の通りである。
表１
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２）データ収集法
面接調査は、あらかじめ基本となるインタビューガイドを作成し、調査対象者が感じたス
トレスについて自由に答えてもらう半構造化面接を実施した。インタビューについては、事
前及び当日にインタビューガイドを調査対象者に配布し、あらかじめストレス場面の振り返
りができるよう配慮を行った。また第三者へ面接内容が漏れぬよう施設内にある個室で面接
調査を行った。面接は、
調査対象者の許可を得て面接内容を IC レコーダーに録音した。後日、
逐語録を作成し、調査対象者にその内容について確認を受け、研究使用の了解を再度得たも
のを分析の対象とした。インタビュー回数は、予備調査を実施した 5 名が２回、６名が本調
査のみの１回であった。所要時間は、50 分から 90 分であった。

３）調査項目
基本的属性として性別・年齢・雇用形態・介護現場の経験年数・認知症専門の事業所での
経験有無・介護福祉士資格の有無・介護福祉士以外の対人援助業務に関する資格・対人援助
に関する専門教育の有無について聞き取りを行った。また介護拒否に関するストレスの経験
について、以下の３点について聞き取りを行った。
「拒否をされた具体的な事例」
「拒否をさ
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れた際に暴力や暴言と感じたか」
「拒否された事例にについてどのようなストレスを感じた
か」についてである。

４）調査期間
調査期間は、2010 年 5 月下旬から 10 月上旬とした。

５）倫理的配慮
調査対象者には、研究の目的・方法・協力の任意性・個人情報の保護等について文書及び
口頭で説明を行い、同意書に署名を得た上で面接を実施した。

６）分析方法
まず記述データ（逐語録）を繰り返し読み、心理的ストレス反応について語られている部
分を抽出し、データを縮小化、コード化した。次に抽出したコードを、記述データにおける
意味の確認を行いながら、意味が類似しているものごとに分類、統合を繰り返し、サブカテ
ゴリーを抽出した。抽出されたサブカテゴリーについては、その意味や関係性に着目し、カ
テゴリーを抽出した。その際、他のコードとの関連性がないと考えられるコード（孤立コー
ド）は除外した。その上で、記述データを再度読み込み、類似または反対の例が抽出されず
に残っていないか検討し、同時に各コード相互の関係性を比較した。

７）用語について
認知症の診断を受けている高齢者を対象に介護をした際、
「暴力」
・
「暴言」
・
「不穏」
・
「拒絶」
などの BPSD の症状を伴う介護に対する抵抗を「介護拒否」とした。また今回使用する「ス
トレス」とは、現在日常的に使用されていると考えられるストレッサーとストレス反応を合
わせたものをストレスとし、
「ストレッサー」を個人が経験している刺激事態と定義した。
また、「ストレス反応」については、新名らが提示した「ストレッサーによって個人に生じ
た心身のネガティブな反応」３）を前提とし、今回は心理的ストレス反応に焦点を当て検討
したことから、ストレッサーが個人に影響を及ぼした結果生じた心理的な変化・反応とした。

３．調査結果
１）ストレス反応について
以下の表は、インタビュー調査から得られた分析結果である。調査結果については、逐語
録の内容を例示しながら、抽出したサブカテゴリー及びカテゴリーについて示していくこと
とする。
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表２

インタビュー調査（ストレス反応）の結果
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〔１〕情動的反応
情動的反応は、
「抑うつ気分」
・
「不安」
・
「怒り」
・
「緊張」
・
「混乱」
・
「落胆」の 6 つのカテ
ゴリーと合計 13 のサブカテゴリーが抽出された。
（１）抑うつ気分
抑うつ気分は、
【寂しい】
【悲しい】
【葛藤】の３つのサブカテゴリーで構成されている。
①【寂しい】
【寂しい】は、利用者との間に信頼関係ができているとの思いが前提にあり、介護拒否を受
けて、その関係が不十分であったと理解することで喪失感を覚えている心理的ストレス反応
だといえる。

「この人とは信頼関係が、ちょっとできているって思うような時もあって、その人に拒否
されちゃうと、『ああ、寂しい』って思う」
「叩かれたことに対して、『私が原因？なんで叩くの』って、寂しい」
「10 分前には一緒に会話していて楽しかったのに、数分後拒否されて、他の職員と仲良く
している。私よりも楽しくしていたら嫉妬があるかもしれない。仕様がないって割り切って
いるんだけど、ちょっと寂しいね。」
「声かけがどうのこうのっていう前に『なんで叩くの』って、『寂しい』っていうか、『な
んで叩かれなきゃいけないの』みたいな」
②【悲しい】
【悲しい】は、援助が失敗に終わり、その原因が自分の力不足にあると判断し傷つく、または、
自信を喪失した状態といえる。

「拒絶されたことに対しては、もう確かに悲しい、業務を全うできないっていうことに対
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して悲しい」
「自分が不甲斐ないことに対して、やっぱり悲しくなっちゃう。他の人はできるのに、『私
不向きかな』とまで思う」
「私が声かけして、他の職員がすんなりいくと、『なんで、どこが違うんだろう』って悲し
くなる」
「他の職員よりも関わっている時間も多いし、部屋にも『ちょっと、おいで、お譲ちゃん』っ
て言われて、部屋に行っているのにみんなと同じようにやっぱり薬になると叩かれちゃうか
ら悲しい」
③【葛藤】
【葛藤】は、
「利用者の気持ちを尊重したい」という思いと、
「業務としてやらなくてはいけ
ない」という相容れぬ思いに悩み苦しむものであった。

「介護する側のストレスというものをすごく感じていたような気がする。罪悪感、出来れ
ばしたくないっていう思いと、あと反面やらなくちゃいけないという思い」
「お互いに良い気持ちはしない。相手にとって、嫌だって思っていることを、自分がしなきゃ
いけないっていうことに対してストレスは感じる」
「僕の気持ちとしては、必要な薬だから飲ませたい。でも本人は飲みたくない、それでも『飲
ませなきゃいけない』っていう認識の方が強い」
「お風呂に入れるのが、義務になっている。でも『あまり嫌だったら、いいんじゃない。
あんなに拒否しているんだから』って、何が良いのかわからない」
「本人の薬だから、飲まないっていう意思もあって、良いかと思うんですけど、本人のた
めに持ってきて、飲んでもらおうと思って、声かけて起きてもらってやっているこちらの思
いとの温度差、伝わらない感じはすごい嫌でした」
（２）不安
不安は、
【不安】
【恐怖】の 2 つのサブカテゴリーから構成されている。
①【不安】
【不安】は、職員が業務を遂行する際、再び拒否をされ「遂行できないのではないか」とい
う恐れに対する反応であったと言える。

「ストレス（拒否）が続けば、『また拒否されるんじゃないか』っていう不安感は抱く」
「『手を握って、また払いのけられたらどうしよう』っていう頭もあった」
「定時の排泄とかで、行くまで何か頭に残っていて、気持ちもドキドキしていて『また上
手くいかなかったらどうしよう』というのはありますね」
「同じことを繰り返されるんじゃないか、同じことを言われるんじゃないか、やられるん
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じゃないか、また拒否があるんじゃないか」
②【恐怖】
【恐怖】は、利用者からの暴言や暴力を伴う介護拒否を経験したあと、再度援助する場面で
暴力行為を再び受けるのではないかという恐れに対して生じた反応であった。

「『怖い、このおじいちゃん、暴力振うんじゃないか』っていう想像」
「自分ちょっと怖いんだけど、また言われるのかなって怖い」
「認知症だから、どうなるかわからない。自分が考え付かないことをしてくるかもしれない。
『石を投げられたりしたらどうしよう』と、しないとは思うけどそういうことも考える」
（３）怒り
怒りは、【苛立ち】
【怒り】
【悔しい】の３つのサブカテゴリーから構成されている。
①【苛立ち】
【苛立ち】は、拒否をされた際に、介護ができなかった自分に苛立ちを覚えている状態であ
るといえる。

「『なんでできないの』って、長年やってきているのに、自分ができないことに対して」
「利用者さんにカチンとくるよりも、『どうして対応ができなかったの』っていう自分に対
してのいらつきが多いかもね」
「『なんで出来ないの』って、長年やってきている。こんなに経験があるのになんで出来な
いのって」
「利用者さんが言った言葉にカチンじゃなくて、『なんで自分はできないんだろう、対応で
きなかったんだろう』っていう方にカチンとくる」
②【怒り】
【怒り】は、前者の【苛立ち】とは逆に、拒否され援助できなかったという事実を受け、そ
の苛立ちが職員ではなく、利用者に向かっている状態といえる。

「良い事をしたと思っているにもかかわらず、行った瞬間に拒否されて、自分の気持ちと
して『何なの』、A さんに対して『自分は何かした』と感じる」
「A さんに対してはイラっときましたね。『こんなにやっても、なんでわからないのよ』み
たいな感じで」
「『あなたの為に、今ここにきてやっているんですよ』って思っても、伝わらないし、なん
か、はたかれるし、飛ばされるし、『そこまで言うなら、飲まなくても良いのかい』と正直
思いまし た」
「『なんでそこまで言われなきゃいけないの。なんでそこまでされなきゃいけないの。人を
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叩くって、どういうことかおわかり』と思うことがある」
「イラッとはしませんね。ああ、1 回だけ B さんに言ったことがありました。お風呂入ら
ないと拒否された時に、『入らないのね、じゃあ絶対今度からも入らないでよ』って大きな
声で言ったことがありました。まあ、『何を』と思ったんでしょうね」
③【悔しい】
【悔しい】は、拒否という結果に対して自分の力不足が招いた結果と評価し、自身の未熟さ
に対して、自分を責めた結果生じる反応といえる。

「まあ、悔しいもあるんじゃない。出来ないっていう自分。薬を上手く飲ませられない自分」
「利用者さんが嫌だっていう気持ちを察してあげられなかった。嫌な理由って絶対会話の
中で出てきたり、態度に出てくる。そこを見極められなかった自分が悔しい」
「悔しいはあったかもしれない。他の上手いワーカーさんに比べたら、自分はぜんぜん劣っ
ているじゃないですか、技術的に下手で、『なんで私にはできないんだろう』って」
「他の職員と比べて、上手く自分ができないことに対する悔しさみたいな感情は強いです
かね」
「『なんで私じゃ駄目なの』という感じもあったと思います。自分に力があるって思ってい
たんでしょうね、それに対して、返事が、カーテンを締められたり、払われたりでたぶん悔
しいのかもしれないです」
（４）緊張
緊張は、
【緊張】
【プレッシャー】２つのサブカテゴリーから構成されている。
①【緊張】
【緊張】は、拒否により介護職員と利用者との間に文字通り緊張関係が生じることにより生
じる心理的ストレス反応といえる。

「ただただ、気まずい」
「ちょっと、気まずい雰囲気がある」
「心の中は、『C さんが出ていった』って言われたら『私に来るんじゃないか』ってドキッと
する」
②【プレッシャー】
【プレッシャー】は、業務を遂行できるかどうかについての緊張状態からくる心理的ストレ
ス反応を表している。

「経験が多いほど、キャリアが多いほど、みんなから『あなたは絶対にできる』っていう
目で見られちゃう。『ミスはできない』っていうそういうのが、プレッシャーに感じちゃっ
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て余計空回りになっちゃう」
「余裕なくて、『業務はちゃんと時間内に終わらせなきゃいけない』っていう感じ」
「夜勤明けで日勤帯に（業務を）『残したくない』っていうのがあるんですよ。自分の時間
の中で片付けたい、夜のことだから。そこがちょっとストレスですよね」
「介護保険なんて、『絶対この人入れなきゃいけない』って思うじゃない。それのストレス
もあるよね。プレッシャーかかるわよね。ねばならないという考えがあると大変よね」
（５）混乱
混乱は、【困惑】
【疑問】の２つのサブカテゴリーから構成されている。
①【困惑】
【困惑】は、文字通り職員の戸惑いといえる。これは職員が、
拒否というストレッサーを受け、
自身が対応できない、もしくは対応できないのではないかという認知的評価、すなわち脅威
に相当する評価を行った場合の反応であった。

「自分が、『こうしたらこう返ってくるんじゃないかな』っていうのを考えていたにもかか
わらず、ぜんぜん違う答えが返ってきて、『何なんだ、これ』みたいな」
「一応自分の中でストーリーを組み立てる。『声かけて、誘導しよう』って、それを崩され
ると、『ああ、どうしよう』っていうふうになる」
「B さんが、上着を脱いでしまって、下着のままだとまずいと思って、上着を持ってくる
んだけど、投げちゃう。それで困った。」
「『ああ、違う、どうしよう。こんなはずじゃなかったのに。トントントン終わり』ってい
くと思っていた。」
②【疑問】
【疑問】は、職員が困惑の心理的ストレス反応を認知した状態から、コーピングに移行し、
自身で問題の原因についての検討を加えたが、その原因がはっきりと理解できなかった場合
に、再び困惑している反応だといえる。

「『A さんは、何を求めているの』ってこう言いたくなっちゃう。『どうして欲しいの』って、
『何を求めているんだろう、どうしたらいいの』みたいな」
「『えっ、なんで』って、『なんで、そんなこと言うの』っていう疑問」
「叩かれたことに対して、『なんで』みたいな、『それは私が原因』みたいな」
「拒否された時の感情って、イライラすることよりも、本当に困っちゃうが強いよね。ど
う対応したらいいのかわからないから」
「手が出ると『えっ』って感じだよね。叩かれると『ああ、何だろう』って。『どうして私
叩かれるの』って感じ。理解ができない。言えないからイライラしてあたってくるのはわか
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るんだけど、理解ができない。どうしていいかわからない」
（６）落胆
落胆は、
【落胆】の１つのサブカテゴリーから構成されている。
①【落胆】
【落胆】は、職員が利用者に対し何らかの期待を抱き、結果として期待に反するものであっ
た場合に生じる心理的なストレス反応だと言える。

「自分が良かれと思ってしたことを、相手にとっては『嫌なこと』っていうふうにとられ
てしまって、言われることは、やっぱり軽くショックは受けるのかな」
「D さんに対しても、『なんだよ』っていうのはあったと思います。まあ、それだけ自分も
関わっていたというのがあったので、
『ここまで関わったのに、応えてくれないの』みたいな、
どこかにそういう感覚があったと思います」
「『ここまでしたのに駄目なの』みたいな、たぶん自分の気持ちの当てつけかもしれないで
すけど、でもやっぱり人間なんで、そういう気持ちは出てしまいますね」
「10 分前には、あんなに一緒に会話していて楽しかったのに、数分後拒否されたら、やっ
ぱり認知症ってわかっていても落ち込みますよね。それはへこみます」
「やっぱり暴言とか、なんか言われちゃうと、やっぱりガクンってくることはガクンって
くるよね。やっぱり勉強不足だよね。病気のことをよく知っていないのもあると思う」
〔２〕認知・行動的反応
認知・行動的反応は、
「自責」
・
「自己否定」２つのカテゴリーと合計 3 つのサブカテゴリー
が抽出された。
（１）自責
自責は、
【罪悪感】
【恥ずかしい】の２つのサブカテゴリーから構成されている。
①【罪悪感】
【罪悪感】は、職員が利用者の立場で拒否を捉え、自身の行為を振り返った結果、自分のとっ
た行為が相手を傷つけてしまったという自分の対応を否定するものであった。

「『人殺し』とか『やめて殺される』とか叫ばれると、その言葉が心に・・・。『ごめんね』っ
て言いながらやっていたりする」
「『何か悪いことしたんだな』と思う、罪悪感は覚える」
「こういう人間でありたいと思うのから外れると、『ああ、いけなかったな』と思う」
「グサっとこうきたような気がした。そういうこと言われたことが無かったから今まで、
自分が経験してきた中では、その時自分も『ああ、いけない』と思った」
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②【恥ずかしい】
【恥ずかしい】は、介護拒否を受け、職員自身の力不足を感じている状態であり、他の職員
と比較して自分がより出来ていないといけないという立場にある職員に生まれる心理的スト
レス反応であった。

「職員が、声かけひとつで『拒否が強いので今日は・・・』っていうふうになるとやっぱ
り恥ずかしい」
「『だってこんなに経験があるのに、認知症だってかなり勉強してきたのに、なんで出来な
いの』って、『恥ずかしい話だよ』ってもう一人の私がこう言うのよね」
「『あなたは何をやってきたんですか』って、自分に『そんな誘導もできないの。声かけも
できない、一体何年やっているの』みたいに、自分を追い詰めて、恥ずかしいことだと思う」
（２）自己否定
自己否定は、
【自己否定】の１つのサブカテゴリーから構成されている。
①【自己否定】
【自己否定】は、利用者からの拒否が、職員として、また個人としての自分の存在を否定さ
れたと感じて生じる心理的ストレス反応である。

「『自分のことを覚えてくれていないんじゃないか』って、だからいっぱい声かけしたりし
ているんだけど、その人にとって、『私は必要じゃない』って」
「拒否の時は無言で手を払ったり、カーテンをシャーって閉められていたので、無言の状
態でそういう受け答えをされることに、たぶん精神的に参ったのかな。
『相手にされていない』
っていう感じですかね。『私、なんだろう』って、無言で、顔見たからシャーってされると、
すごい取り残された感じ」
「精神的に響くのは拒否ですね。自分が否定されていると感じると駄目なんだと思います。」
「私自身が否定されているような感じの言い方、『あなたの今の声かけが嫌なんです』じゃ
なくて、
『あんた自体がうるせえな』みたいな感じがあった。それってショックなんですよね」

４．考察
本研究は、認知症ケアにかかわる介護職員が介護拒否を受けた際に生じる心理的ストレス
反応について明らかにしようとするものである。心理的ストレス反応に関する先行研究とし
て、新名らの、心理的ストレス反応の尺度化に関する研究がある。彼らは、情動的側面を持
つ心理的ストレス反応として４尺度２６項目、認知・行動的側面を評価する９尺度２７項目
「抑うつ気分」
・
「不安」
・
「怒り」
・
「緊
を抽出している４）。今回のインタビュー調査においては、
張」・「混乱」・「落胆」
・
「自責」
・
「自己否定」と命名された 8 つのカテゴリーを抽出し、
【寂
しい】【悲しい】
【葛藤】
【不安】
【恐怖】
【苛立ち】
【怒り】
【悔しい】
【緊張】
【プレッシャー】
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【困惑】
【疑問】
【落胆】
【罪悪感】
【恥ずかしい】
【自己否定】の１６のサブカテゴリーを抽出
した。今回の質的分析から抽出された心理的ストレス反応は、新名らが開発した尺度に採用
されているものと同様のもので、尺度化された項目の中に含まれるものであったといえる。
また小宮らが行った看護師を対象とした暴力的行為をもたらす身体的心理的影響に関する調
査で、混乱・怒り・恐怖・自己嫌悪・罪悪感・ケアへの自信喪失・悲しみなどが心理的影響
として表れた５）とする結果が出されているが、その結果とも多くの部分で一致した。また
谷口らが行った調査において、高齢者施設の介護職員が、他の部署で働く職員よりも抑うつ、
不安、不機嫌、怒りなど情動的ストレスを多く感じている６）との先行研究で指摘した結果
を支持するものであり、その要因の一つに認知症高齢者との介護が関係していることが示唆
された。本研究は、数少ない先行研究に照らして対人援助職に生じる心理的ストレス反応に
は、共通点があることが示唆された。とりわけ認知症ケアの領域で、介護拒否にまつわる心
理的ストレス反応の様相が明らかにされた点に本研究の意義がある。以下認知症ケアにおけ
る介護職員の心理的ストレス反応の様相について抽出されたカテゴリーに基づいて考察を加
える。
【寂しい】は、逐語録で、
「信頼関係」との関連で語られており、介護職員が介護拒否を受け
るまでに両者の関係を肯定的にとらえ、拒否によってその関係が破綻したと理解している可
能性がある。この肯定的な関係とは、養成校などで学習する、ワーカー・クライアント関係
を指しているものと思われる。対人援助職にとって援助の前提となるクライアントとの信頼
関係の構築が、重要だとの教えを忠実に守り遂行した結果と考えられる。
【悲しい】は、介護拒否を受け、他の職員との比較によって生じる心理的ストレス反応だと
考えられる。他の職員による援助の成功例を目撃している職員が、自身への拒否という体験
を「他の職員は出来るが、自分には出来ない」という評価につなげ、援助の成否が、職員の
力量によるものとの考えに帰した結果と思われる。この力量不足については、畠山が行った
調査７）において介護職員に多いストレスとして挙げており、介護職員が抱くストレスのひ
とつであることがここでも一致したと言える。職員のインタビューからは、自身の職業に対
する適性を疑問視する場合があるとの証言があり、仕事の継続に少なからず影響を与えてい
るのではないかと考えられる。
【葛藤】は、拒否を利用者の尊厳を傷つけてしまった結果と捉える一方で、利用者の利益の
為には、業務遂行が専門職としての責務であるとの相容れぬ両者の理解に結論を出せない状
態で生まれた反応であったといえる。尊厳の保持については、専門職としての責務であり、
実現のために「共感」と「受容」を実践した結果であるといえ、専門職としての意識が強い
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職員に現れる可能性がある。小野寺らは、ストレッサーとバーンアウトの関連についての研
究で、利用者との関係が葛藤的になると疲弊感に繋がる可能性を示唆しており８）、介護拒否
が職員のバーンアウトに関連している可能性があるといえる。
【不安】は、職員が「職務を全うすることができないかもしれない、専門職としての役割を
果たすことができないかもしれない」という危惧により心理的ストレス反応を生んでいる状
態にあるといえる。これは利用者の介護拒否に対する有効な対策を講じられないとその間ス
トレス反応を抱き続けなくてはならなくなり、抑うつ傾向などの精神面で影響を及ぼす可能
性が考えられる。インタビューでは、同一の利用者においても同様の介護拒否の発生を予想
することが難しい事、またその時々で介護に対する反応が異なるなどの認知症ケアの困難性
を示す内容があり、BPSD を伴う認知症ケアが定型的でない傾向があるゆえに引き起こして
いる心理的ストレス反応であるといえる。
【恐怖】は、拒否事例の約半数にあたる件数でみられた暴力と暴言を伴った拒否に関連して
いた。
拒否場面における暴力や暴言は、珍しい事ではないことが窺え、職員の心身両面に確実に
ダメージを残しているといえる。インタビューには「認知症高齢者が何を考えているか理解
できない」との回答があり、この点が恐怖感を煽っている可能性があるのではないかと考え
る。認知症高齢者の場合、重度になればなるほど意思の疎通が難しくなり、認知症高齢者の
言動にも一貫性のないものがみられることから、理解や把握が難しいとの認識が、こういっ
た反応の背景にあると思われる。高齢者とはいえ、単純に暴力行為は、人間としての恐怖感
を与える行為であり、
「認知症のある高齢者」との認識があっても暴力そのものがもつ意味
には変わりはないのである。その為、
暴力に対するフォローが介護職員に必要だと思われる。
【苛立ち】は、自分を責めることによって落ち込むのではなく、苛立つ姿が窺えた。その点
非常に不安定な状態であることが予想され、ケアの質に影響を与えている可能性があるとい
える。インタビューの中では、
「経験」に関する言葉が含まれており、拒否事例でも自身の
成功体験や他の職員が成功する場面を見ることによって、
「認知症ケアは拒否されても介護
できるもの」という感覚が介護職員の中にあることが窺える。すなわち、認知症高齢者への
援助も経験によって克服できるとの思いが潜在的にあることが窺える。認知症ケアに一生懸
命に取り組む姿勢が生む心理的ストレス反応であり、援助者としてバーンアウトに繋がる恐
れがあるものと考えられる。
【怒り】は、暴力や暴言といった利用者の行為に対して、職員が客観的にその行為を理解す
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ることができず、また職員の気持ちが理解されないことに対する不満に由来していた。この
「怒り」の心理的ス
反応は、松井が行った調査９）において「利用者とのコンフリクト」が、
トレス反応との相関を認めるものとして、
その関係が量的調査においても裏付けられている。
【悔しい】は、他の職員との比較や職員自身が業務に対して妥協を許さないとする厳しい姿
勢に由来し、職員自身の力量不足を嘆く反応を生んでいた。この反応は、逐語録から問題解
決に対するコーピングへと繋がる可能性について語られている部分があり、職員にとっては
課題克服への動機づけとなるプラスの作用をもっている可能性がある。
【緊張】は、対利用者という視点で、対象者との間に生じる緊張関係の存在を示しており、
援助関係を結ぼうとする際、また実際に援助をおこなう際に生じることが予想される。一度
の拒否が結果として援助行動をとる度に心理的ストレス反応を生むことを示唆しており、介
護職員にとって日常的に心理的負担を生んでいることが示唆されたといえる。越谷は、「認
知症高齢者からの暴力によって生じた利用者との緊張関係を余儀なくされるストレスフルな
状況が、情緒的消耗感を高め、離職意向を引き起こしている」との見解を示している。10）
介護拒否も利用者との緊張関係を生んでいるとする結果が抽出されたことから、職員の情緒
的消耗感に影響を及ぼしている可能性があるといえる。
【プレッシャー】は、対利用者という視点で生じる心理的ストレス反応というよりも、職員
自身、業務を行うものとしての視点から生じているものだといえる。プレッシャーについて
の逐語録において、職員から「経験」という言葉が聞かれており、経験があることで周囲か
らの期待、すなわち出来るとの期待が、職員にとってさらに心理的な圧力をかけていること
が窺えた。その点を考慮すると経験年数に応じて心理的ストレス反応に差が出る可能性がある。
【困惑】は、すべての職員が回答しており、介護拒否を経験した際の戸惑いという意味で誰
もが経験するストレス反応である可能性がある。インタビューの内容からは、心理的ストレ
ス反応後、再度職員が対応策の検討を行っている様子が窺えることから、職員がコーピング
に移行するまでの一時的な反応と思われる。
【疑問】は、職員が「困惑」の心理的ストレス反応を認知した状態から、問題中心型コーピ
ングに移行し、自身で問題の原因についての検討を加えたが、それでも解決することができ
ず、再びとまどっている反応だといえる。
【落胆】は、職員が利用者に対し何らかの期待を抱き、結果として期待に反するものであっ
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た場合に生じる心理的なストレス反応だと言える。期待とは、信頼関係、すなわち援助関係
が良好で、その関係性を根拠に職員からの働きかけに拒否をしないということである。これ
は、介護職員が利用者に対して、見返りを期待していたものだといえる。
【罪悪感】は、利用者の尊厳を傷つけてしまったとする職員の反省であり、専門職としての
倫理を守ることができなかったことに対する懺悔であったといえる。介護職員が「利用者の
笑顔に喜びを感じる」と答えた者が 9 割を超えるとする介護労働安定センター調査の結果 11）
から考えると、その逆の結果を職員の対応によって引き起こしてしまったことになり、介護
職員の達成感や喜びを脅かす、心理的ストレス反応であるといえる。
【恥ずかしい】は、
回答した介護職員が、
いずれも５年以上経験のある職員であった。これは、
他の職員との経験差が、業務の内容に関わらず、
「出来なくてはいけない」という強迫観念
を抱く可能性を示し、
「介護拒否も対応ができるもの、克服できるもの」との理解があるこ
とが窺える。介護拒否が自身の力不足という認識により生まれる心理的ストレス反応で、経
験値とともに立場によって反応に差が出ることが予想される。
【自己否定】は、拒否という現象によって、対人援助職としての客観性の確保を困難にし、
個人としての自分と同一化してしまった結果、傷ついてしまった状態と考えられる。拒否と
いう現象は、状況によっては介護職員にとって衝撃的な出来事であり、
職員から平常心を奪っ
てしまう現象であることがわかる。この点を考えるとワーカー・クライアント関係の維持を
いかにして確保していくかが、介護職員が抱える課題のひとつとしてあるものと言える。
以上のサブカテゴリーごとの考察からコーピングとの関係を考慮し、サブカテゴリーの関
係性について以下のような図に表すことができる。
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①については、拒否を介護職員の援助が利用者の尊厳を傷つける結果となったとの認識か
ら、「罪悪感」を覚えている状態に情動的コーピングを行う際、専門職としての責務を全う
したが故の結果であると結論づけたにもかかわらず、
「罪悪感」について払拭することがで
きなかった場合に生まれた 2 次的な心理的ストレス反応が「葛藤」であると考えられる。
②については、拒否を受け戸惑っている状態、すなわち「困惑」から、問題解決型のコー
ピングに移行し、解決策について準備できた状態にもかかわらず、次回以降の介護場面に遭
遇するまでの間、
再び同様の拒否に遭遇する可能性について懸念する反応として「不安」
・
「恐
怖」、「プレッシャー」を感じているとするものである。さらには、準備した解決策をもとに
援助を行ったにもかかわらず、再び拒否され混乱している心理的ストレス反応が「疑問」だ
と見ることができる。
③については、拒否を受け、職員自身の不甲斐なさに対していらだつ状況、すなわち「苛
立ち」から問題中心型コーピングを行う際に、拒否の要因を職員自身の力量不足と結論づけ
た結果生まれた反応が「悲しい」と「悔しい」であった。解決に対する可能性についてポジ
ティブにとらえることができる反応を「悔しい」
、逆にネガティブに捉えたものを「悲しい」
と分けることができ、自身の力量に対する可能性によって分かれることが予想される。逐語
録からは、
「悔しい」の心理的ストレス反応が、職員のやる気に繋がっている様子があり、
職員のモチベーションを高める作用があると考えられる。また自身の力量不足を嘆く反応で
ある「悲しい」を覚えたのち、その反応に対する情動的コーピングを行った結果、他の職員
と比較することにより「恥ずかしい」との新たな心理的ストレス反応を生んでいる可能性が
考えられる。
その他のサブカテゴリーについては、他のカテゴリーとの関連性を見出すことができな
かったもので、それぞれが独立した心理的ストレス反応であると考えられる。
以上これまで見てきたとおり介護拒否が、利用者に対して攻撃的な感情を抱く心理的スト
レス反応や職員自身が攻撃の対象となる心理的ストレス反応など様々な心理的ストレス反応
を生んでいることが確認できた。
認知症高齢者への対応において、
「拒否される可能性がある」
との見通しを持った状態での支援は、
「不安」や「緊張」という心理的ストレスを抱えた状
態で支援をすることになる。また「拒否されることはない」との見通しで援助した場合には、
結果として拒否された場合、その予想外の反応から「怒り」など別の心理的ストレス反応を
抱える結果となってしまう。すなわち、予測が困難であることが職員の心理的ストレス反応
を生む原因となっていると考えられる。この点を考えると、心理的ストレス反応の発生を防
ぐことは難しいことが予想され、適切なコーピングや緩衝効果を準備することが必要だと思
われる。
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５．本研究の限界と課題
今回質的調査を実施することにより、BPSD である暴力や暴言を伴った介護拒否と心理的
ストレス反応との関係を細かく見ていくことができた。しかし調査対象者数が少ないこと、
また調査先が 1 か所のみの聞き取り調査となったことから、今回の調査結果については普遍
化されるわけではない。結果からは、新名らが開発した心理的ストレス尺度の内容と大きな
違いが無かったことから、これらの尺度を使いながら量的調査による裏付けを行うことが必
要である。また今回の研究では、抽出された心理的ストレス反応とコーピングとの関係につ
いては、十分な調査ができておらず、コーピングとの関係を見ていくことでより正確なスト
レス反応の関係性が明らかにされるものと考えられる。今後は、心理的ストレス反応とその
コーピングに至るまでの一連の動きを踏まえた調査を行うことで、より正確な結果を導く必
要があると考える。
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A study of the stress experienced by caregivers
during dementia care
-Psychological stress reactions caused by care
refusalNAKANISHI, Masato
Abstract：
This study aimed to clarify psychological stress reactions identified during care for
patients suffering from dementia. We interviewed care staff who had experienced care
refusal from elderly people with dementia, and analyzed the results. Six categories,
namely depression, anxiety, anger, tension, confusion, and dejection, and 13 subcategories
were extracted from the interviews as emotional responses to psychological stress
reactions. In addition, two categories, namely self-reproach and self-refusal, and three
subcategories were extracted as cognitive and behavior responses to psychological stress
reactions. We concluded that care refusal by patients with dementia leads to stress and
aggressive feelings towards patients, and that care staff in particular may become the
target of such psychological stress reactions.
Keywords:
dementia care, care refusal, psychological stress reaction
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