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は じ め に

　現在の我が国の総人口に占める高齢者の割合（高齢
化率）は27.3％であり，2036年には 3人に 1人が65歳
以上の高齢者となる社会が到来すると推計されてい
る1）。高齢化に伴う社会問題の一つに認知症が挙げら
れ，平成24（2012）年には認知症患者数が462万人で
あったものが，2025年には約700万人，つまり 5人に
1人になると見込まれており2），今や認知症は誰もが
罹患する可能性のある身近な病気であると言える。認
知症に罹患すると，近時記憶障害以外にも，実行機能
障害や見当識障害，理解・判断力の障害などが出現す
るため，日常生活活動（Activities of Daily Living : 

ADL）や手段的日常生活活動（Instrumental Activities 

of Daily Living : IADL）が低下する3）。IADLは，買い
物や家事，料理などの日常生活動作が含まれ，具体的
な例を挙げると電話や電子レンジの使用，自動車の運
転などである。IADL は ADLよりも高次の機能で，
個人が社会的環境に適応するための活動能力を反映し
ており，また地域で自立した生活を送るために必要な
活動能力を指すとされる3）。IADLの低下により，日
常生活に支障をきたし，自立した生活を送ることが困
難になる。
　しかしながら，これまで用いられてきた IADLの評
価指標である Lawtonの尺度は，「電話を使用する能
力・買い物・食事の準備・家事・洗濯・移送の形式・
自分の服薬管理・財産取り扱い能力」の 8つの項目で
IADLの評価を行うが，1969年に開発されたものであ

り4），現在の生活には即していない面がある。現代の
生活においては電化製品を使用する場面が多いことを
踏まえると，Lawtonの尺度では，IADLを適切に評
価することができないのではないかと考えられる。そ
こで，認知症患者の電化製品を使用する能力に特化し
たアンケート調査を実施し，認知機能の低下によりど
のような家電製品が使いにくくなるのかを検討した。
　研究は，京都大学医学部附属病院の物忘れ外来・神
経内科外来に通院する認知症患者（アルツハイマー型
認知症と診断されている方に限定する）の付き添いの
介護者を対象として行った。本研究は京大病院神経内
科科長の承認を得て実施し，対象者には口頭と書面で
研究の目的と方法について説明し，同意を得た。患者
をミニメンタルステート検査（Mini-Mental State 

Examination : MMSE）が21点以上である軽度認知症
群（以下，軽度と記す）とMMSEが 0～20点である
中等度・重度認知症群（以下，中等度・重度と記す）
の 2群に分けて，独自に作成した「電化製品を使用す
る能力についてのアンケート」により，それぞれの項
目に関して電化製品の使用能力を検討した。このアン
ケートでは，移動方法（自動車），通信（固定電話，
携帯電話），調理（ガスレンジ，電子レンジ，トース
ター，炊飯器，電気ポット），環境（エアコン，電灯），
衛生（洗濯機，電気掃除機），娯楽（テレビ）などの
項目を用意し，それぞれ，「独力で使いこなせる」～
「全く使えない」の 4段階で評価をした。
　以下に結果の概略を示す。

方　 　法

1．回答者の属性
　「電化製品を使用する能力についてのアンケート」
は，37名から回答が得られた。その内訳は以下の 

（表 1）に示す通りである。
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2．移　　　　　動
　自動車については，「全く運転できない」と「運転
をしない・したことがない」を合わせると，軽度で
85％，中等度・重度で95％であったが，軽度認知症
のうち，自動車の運転を継続している人が15％存在す
ることは注目に値する。自動車の運転については非常
に注目されている事案でもあり，平成29年度の道路交
通法改正により，認知機能評価が免許の更新に取り入
れられてからは減少することが予想されるが，医療
者，介護者ともに十分に注意すべき問題であると考え
る。また，運転ができなくなった患者の生活支援も重
要な問題となる。
3．通　　　　　信
　固定電話を使用することができる割合は，軽度で
70％，中等度・重度で29％であり，認知症の進行に
伴い使用率が大幅に低下している。逆に，介護者から
は，「本人（患者）が勝手に電話をかけ，商品の注文
をしてしまったことがあった時は困った」との発言が
あり，患者が自分から電話をかけることによる思わぬ
困難もある。携帯電話に関しては，所持していない者
も含め，「全く使用しない・できない」割合が，軽度
で22％であるのに対し中等度・重度では79％に及ぶ。
　この結果より，認知症の進行に伴い，携帯電話の使
用が困難になることが示された。また，固定電話を使
用する能力と比較しても携帯電話の使用率が低く，認
知症患者にとっては比較的新しく導入された携帯電話
の方が使用が困難であると想定される。
4．調　　　　　理
　電子レンジは，自分で設定を変更して使いこなして
いるものは，軽度で25％にとどまる。オート機能のみ
使用できる率はそれに比して高く，軽度では55％が
「オート機能のみ使用している」と答えているが，そ
れでも中等度・重度では28％にとどまっている。ガス
レンジに関しては，中等度・重度では，「全く使用し
ない・できない」者の割合が53％に及び，介護者が危
険性を考えて使用を禁止している回答もあった。その

一方で，「安全のために電磁調理器に変えたところ，
全く料理ができなくなってしまった」という回答も
あった。炊飯器に関しては，中等度・重度の患者にお
いて，「炊飯器を全く使用しない・できない」者の割
合が約80％にも上った。その一方，電気ポットは，中
等度・重度でも「使用している」割合が45％であり，
認知症が進行し，認知機能が低下した患者でも，比較
的使用能力が保たれていた。
5．環　　　　　境
エアコンに関しては，「全く使用しない・使用でき

ない」割合が，軽度で26％，中等度・重度で44％で
あった。介護者からは「エアコンは自分ではできない
（リモコンの使用ができない）が，ストーブや扇風機
は使用できる」との発言もあり，認知症患者にとって
は，昔から用いられてきたインターフェースであれば
使用できる可能性が考えられた。その一方，電灯に関
しては，軽度では80％が適切に使用し，中等度・重度
でも53％が適切に使用できたが，「壁のスイッチは使
えてもリモコンが使えない」という者も26％存在した。
　この結果より認知症患者にとって，リモコンを使用
することは困難である可能性がある。
6．衛　　　　　生
　洗濯機に関しては，「一人で使用することができる」
者と「手助けがあれば使用することができる」者を合
わせた割合は，軽度で58％であり，中等度・重度では
45％であった。電気掃除機に関しても，全く同様の結
果であった。
7．娯　　　　　楽
　軽度では，84％がリモコンを使って自分で自在にテ
レビを利用しているが，中等度・重度でリモコンが使
える者の割合は50％と低下し，テレビがついていれば
見ているが自分からスイッチを入れることはできない
者の割合が33％と高くなっている。

結　　　　　果

　これらの結果をまとめると，軽度と比較して中等

表 1

平均年齢 SD 最小 最大 中間価

症例数 37

性別（男 /女） 11/26

年齢 81.1 7.7 58 96 82

　男性 79.7 9.3 58 96 80

　女性 81.7 6.7 68 92 84

MMSEの得点（/30） 18.8 7.2 0 30 21
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度・重度で使用能力が低かったものは，電話（固定電
話・携帯電話）・電子レンジ・ガスレンジ・炊飯器な
どの調理器具を使用する能力であると言える。一方
で，中等度・重度であっても使用能力が比較的高く保
たれているものは電灯・電子ポットを使用する能力で
あった。この結果より，作業行程が多いものや複雑な
操作を要するものほど使用能力が低いと考えられる。
　また，電子レンジを例に挙げると，オート機能は使
用できても，自分でメニューに合わせて設定すること
ができる割合は低い。これは，電子レンジで様々な調
理ができるようになり利便性が向上した一方，設定に
関わるスイッチの多さが混乱を招いている可能性も考
えられる。電子レンジに限らず，テレビリモコンや携
帯電話等にも当てはまるが，様々な機能が搭載されて
おり，多様な設定に必要なスイッチの数が多い。これ
らの製品の使用が困難になる背景には，電化製品の高
性能化・高機能化があると考えられる。また，電灯の
壁のスイッチなどは使用できても，リモコンが使用で
きないという患者も多い。現在の生活ではさまざまな
リモコンが存在し，認知症患者にとっては混乱の元と
なる可能性も考えられる。
　このように，認知機能が低下すると電化製品が使用
できなくなるが，現代の生活が電化製品の使用に大き
く依存していることを考えると，掃除機や洗濯機の使
用や入浴に関わる準備などができなくなることにより
介護者の負担の増大にもつながる。また，ガスコンロ
等の不適切な使用による火事の危険や冷暖房器具のリ

モコンが使用できないことによる熱中症などの危険性
が危惧される。介護者がガスコンロの使用を止めて電
磁調理器に買い換えた結果，患者本人が料理をできな
くなってしまったというように，認知機能障害を有す
る患者が新たな製品に適応する際の困難もあるのでは
ないかと考えられる。電化製品を使用できないことに
よる不便と誤った使用をすることによる危険性を軽減
するためにも，認知機能が低下した患者にとって使用
しやすいユーザーフレンドリーな電化製品のインター
フェースに関する研究が求められる。認知症患者でも
使用しやすい電化製品を実現することが，認知症患者
の自立につながると同時に，介護者の負担軽減にもつ
ながるのではないかと考える。
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