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はじめに
山口は、2014 年 7 月にデンマーク・コペンハーゲ

ンでアルツハイマー病国際会議があり、ソノボー市
（Sønderborg kommune：人口 7.6 万人）の高齢者福祉
施設を見学した。竹内はこのときの案内役であり、群馬
大学の保健学修士課程卒業生でデンマークに暮らして 6
年になる。彼女はデンマークで作業療法士の資格を取り、
デンマーク人と結婚している。本稿は山口と竹内の合作
であり、事実の部分は竹内、感想の部分は山口によるも
のである。

１．デンマークの福祉施設とポリシー
デンマークは人口 560 万人、医療費や介護サービスは

無料、年金額も高く老後の蓄えが要らない国である。そ
の代わり、労働世代は 4 ～ 6 割と高率の所得税と 25％
の消費税を払うという高負担である。

（１）老人ホーム
昔ながらのスタイルの老人ホームであるプライエ

ム（Plejehjem… 施 設 の 都 合 優 先 の 大 規 模 施 設 ） か
ら、個人を尊重する小規模施設プライエボーリィアー

（Plejeboliger…全室個室で介護付高齢者住宅風のホー
ム）にリノベーションした。

（２）権力の行使 Magt anvendelse
デンマークでは本人の明確な同意無しには、いかなる

介護サービスも提供することができない。本人が服薬を
拒否しても、こっそりと食べ物の中に薬を入れて飲ませ
ることは違反行為となる。また、本人の意思に反して認
知症の方を脇から抱えてはいけないというだけではな

く、身体に触れて本人の意思に反する方向に誘導しては
いけないので、手を抑える、あるいは手をつないで本人
の意思とは反対方向に手を引っ張って誘導することも違
反行為「権力の行使」になる。排泄や入浴介助の際に、
必要に迫られて手を押さえたりした場合や、徘徊してい
る方が道に飛び出した場合に、交通事故の危険回避のた
めに認知症の方の手を引っ張った場合にも、その都度「必
要に迫られて権力の行使を行ってしまった」という事後
報告書を市の司法担当部署に提出しなくてはならない。
権力の行使をしなくても介助できる方法を見つけ出す

スペシャルな場所が、認知症専門プライエボーリィアー
である。事前に権力の行使の承認を得るには、いかなる
ケア技術・コミュニケーション技術を駆使してもユー
ザーへのケアの提供ができない場合に、その根拠を文章
で提出、市の審議会の審査が必要となり、期間限定の許
可が下りるという流れである。もちろん、施設の出入口
に鍵をかけることも違反である。

日本のようにパターナリズム（「してあげる介護」す
なわち、よいことをしてあげているという介護者側の意
識）が基本ではなく、デンマークでは本人の意思の尊重
が絶対条件というところが大きく異なる。危険だから拘
束するのが本人のためと、当たり前のように縛る日本の
医療・介護現場とは根本的に考え方が異なる。転倒骨折
の場合も、日本では本人に判断能力がないから病院・施
設に責任がある（拘束しろ）と家族から訴えられるが、
たとえ認知症になっても人格のあるひとりの人間だから
こそ、その人が自分の意思で行動しようとすることを制
限するのは基本的人権の侵害であろう。デンマークでは、
利用者が転倒しても本人の意思が尊重されるので、本人
の意思とそのプロセスの検証が行われるが、基本的には
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掲載にあたって
　福祉国家であるデンマークは、認知症に関する支援においても本人の意思を尊重する対応が基本とされている。認知症
の方だけでなく、人が最期まで生きることをどのように支援するか、日本とは大きく異なる背景がある。今回は、当協会
が平成 26 年度に厚生労働省から補助金を受けて実施した「初期認知症および軽度認知障害の人とその家族に対する効果
的な作業療法士の支援構築に向けた調査研究事業」の推進検討委員としてご指導いただいている群馬大学の山口晴保先生
のデンマーク高齢者福祉施設体験記を特別寄稿として掲載させていただくことになった。デンマークで作業療法士として
活躍されている竹内真澄氏の協力もいただき、デンマークの作業療法の実際もわかる記事となっている。日々の認知症支
援の参考にしていただきたい。（認知症の人の生活支援推進委員会担当理事　香山 明美）

□グルロップ・プライヤセンターとは…
デンマークのグルロップ地域にある、地域ケアセンターの機能をも
つ施設（プライヤセンター）。
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スタッフが責任を問われることはない。
デンマークでは、憲法にあたるデンマーク基本法にう

たわれている「自己決定の保障」が、全ての場面におい
て最も重要で、必ず尊重されなくてはならない。ケアマ
ネジメントでも利用者の自己決定や同意がない場合に
は、いずれのサービスの提供も行えない。家族からのサー
ビス利用の意向があっても、本人の同意が得られなけれ
ばサービスは行えない。常に本人の自己決定が必須で、
常に利用者が中心である。

デンマークの国民は小学校からグループ討議に慣れて
いる。平等の理念も生活に根付いており、老若男女・職
種に関係なく自分の意見をはっきりと相手に伝え、また
相手の意見にも耳を傾ける技術を持っているので、協働
することが得意である。利用者もはっきり意見を言い、
お互いに意見を尊重する文化的風土があるなかで、個人
の意思を尊重するケアが多職種協働で行われている。

（３）電子記録システムによる情報共有
市が電子記録システムを導入しているので、例えば利

用しているデイサービスのデータだけでなく、家で受け
ているサービスの内容、担当の家庭医（総合内科医）か
らの処方変更などの情報が一元化されていて、その利用
者に関する情報を、関係するどの専門職もが見ることが
でき、多職種連携がスムーズに行われている。日本でも
地域包括ケアを進めるなら、このような情報の一元化シ
ステムが必要であろう。

２．認知症特別デイセンター
（１）認知症プロジェクト

ソノボー市の認知症プロジェクトは、2011 年 1 月に
スタートした。市内 12 ヶ所にあるデイセンターのうち、
4 ヶ所を認知症特別デイセンターと称し、従来のデイセ
ンターの利用者に加え、従来のデイセンターでは処遇
困難な、中等度から重度の認知症の方を対象に受け入
れる制度を開始した。竹内はデンマークで作業療法士
の資格を取って最初の職が、この認知症特別デイセン
ターの現場責任者であり、2012 年 11 月から Guderup 
Plejecenter の認知症特別デイセンターに勤め、体制作
りから受け入れに関する実務までの全ての流れを担当し
ている。1 ヶ所当たりのプロジェクト運用費は年間 50
万 DKK（約 1,000 万円）であり、ここに竹内の人件費
と研修費などが含まれている。

（２）認知症特別デイセンターの運営
竹内は、週 37 時間の勤務時間の内 32 時間をデイセン

ターで、残り 5 時間を入所施設（下記）で過ごしている。
7 時半に出勤して９時まで居住施設のリハに従事してか
らデイセンターに移動。デイセンターは朝９時半～夕方
４時まで（延長あり）利用者を受け入れている。土日は
休み。曜日により地域のイベントがあるので参加者数が
変動するが、一般のデイと特別デイを合わせて一日当た
り７～９人が利用している。昨年から送迎が外部委託と
なったが、運転手は利用者本人が「行かない」と言うと
乗せてこないので、竹内が後から迎えに行くことになり
負担が増えた。

以下に竹内の一日の流れを示す。

【午前】
９時半　

送迎車が到着して利用者が集まる。まずはコーヒータ
イム。一人ひとりに昨日はどうしたか尋ねる。次いで、
本日のプログラムを呈示し、話し合ってスケジュール（ア
クティビティ）を決める。予定を立てたら歌を歌うが、
国民歌集から歌うことが多い。
10 時～ 10 時半　

いす体操、棒体操、さいころ投げ・キャッチゲームな
ど、楽しく体を動かす。
10 時半～ 11 時 45 分　

各種の活動時間となる。活動の内容は、散歩・横並び
二人乗り電動自転車（図１）ツアー・卓球・木工・編み
物等手工芸・トランプ・脳トレ（クイズ・言葉遊び）・調理・
菓子作り・バスハイク・ウェルネス（フットバス・ネイル・
ヘアの手入れ）・映画鑑賞等々である。活動は、それぞ
れ個別の興味や関心により選択されるため、曜日毎に決
めるのではなく、どのユーザーが来るのかによって選択
される。また常時、個別のニーズに基づき新しい活動が
取り入れられる。ユーザーは複数の選択肢から、何をす
るのか朝の会で決める。何もしないでソファーで休むと
いう選択肢もある。ケアと同様に、本人の意思に反した
活動を強要することは違法行為であるため、デンマーク
では、本人がその気になるようにガイドすることが専門
職に必要最大の能力である。
11 時 45 分　

食事の準備をユーザーと共に行う。ユーザーの能力に
合わせた役割を準備し、自発的に手伝いを行ってもらう。

【午後】
12 時　

ユーザーと共に食事
12 時半　
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ユーザーと共に片付け
13 時　

午前利用のユーザーが送迎バスで帰宅。終日利用の
ユーザーは、足置き台付きの長いすで昼寝。
13 時 45 分　

午後の活動（ユーザーのニーズにより活動選択）
14 時半　

午後のお茶
15 時以降　

帰宅準備・帰宅

この施設に勤務している竹内の感想は次の通り。「初
めの頃は受身で介助を受けるのみだったユーザーの
方々が、今では積極的に他のユーザーの車いすを押し
たり、自分でコーヒーを注ぐことができないユーザー
を手伝ったり、自分の昼食を自発的にキッチンに取り
に来たり、あまり乗り気でないユーザーを、他のユー
ザーが活動に誘ったり、ユーザー同士の社会性の機能
が上がっていると感じています。それぞれにできるこ
とを役割として積極的に行うようになったユーザーの
姿を見て、人から必要とされていると感じること、役
割を持っていると感じること、人の手助けをできると
感じることがどれだけ重要なのか、実体験として目に
見える形で、ユーザーから教えてもらっています。」

３．入所施設　プライエボーリィアーPlejeboliger
施設全体では入所系 56 床で、認知症専門棟、一般棟、

ショートステイ棟に分かれている。

（１）認知症専門棟
３棟の認知症専門棟は重度別に各８床程度で、一人あ

たり 65 平米（1 室＋広いシャワー・トイレ室）と、ゆ

とりがある。認知症専門棟は、市内ではここだけに設置
されている特別な棟で、他のプライエボーリィアーで処
遇困難な方のみが入居の対象となる。そのため、本人や
家族の希望のみならず、様々な専門職の評価により、入
居の可否が決められる。ここで最期まで居住し続けるこ
とができる。

環境については、全体的に落ち着いた雰囲気で、ゆっ
たりとした時間が流れていた。興味深い点を幾つか示す。
＊廊下の出入口となるドアには絵が描かれており 
（図２）、ドアがわかりにくくなっている。

＊ドアのノブは 2 個・同時に別な方向にひねると開く工
夫があり（ひとつはレバー、ひとつは丸いノブでレバー
とは反対方向にひねる）、認知症の人ではなかなか開
けられない。

＊中庭には花壇や菜園、車いすのままで乗り込める大型
ブランコ（図３）があり、とても喜ばれる。

＊トイレには、便座と高さ調節可能な跳ね上げ式手すり
がつき、どの方向からでもアクセスできる構造。

＊洗面台に張り出しがあり、うがいなどしやすい（図４）。
さらに左右に取っ手があり、つかまり立ちが容易。

（２）一般棟
３棟の一般棟は、一人あたり 80 平米で、居間とベッ

ドルームの 2 室とバス・トイレがある。日本の施設の 3
倍以上広く、小さなマンション程度はある。

各部屋にリフターや方向変換器が用意され、移乗に使
う。介護者の筋力で体を持ち上げてはいけない。

（３）ショートステイ棟
4 室のショートステイは、BPSD の強いケースを対象

に、良いケアで一定期間観察し、自宅で対応できるか、
それとも一般のプライエボーリィアーでの対応で可能
か、認知症専門棟の対応が必要かを評価する。どのよう

図２　廊下のドアの絵図１　横並び二人乗り電動自転車
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な介入をすると、ユーザーがケアを受け入れてくれるの
か、どのような環境を設定すると落ち着いて生活がで
きるのかといった、ユーザーが住み馴染んだ場所ででき
る限り生活を続けられる可能性を見つけるための場とな
る。レスパイトケアが目的のショートステイは別施設に
ある。

　
（４）施設全体

1984 年に 24 床でスタートし、認知症の利用者を積極
的に受け入れる戦略で機能分化を果たしてきた。2012
年から 2 年かけてリノベーションを行い、新しい施設に
生まれ変わった。現在は 56 床で、100 名のスタッフが
働き、63 名のボランティアが参加している。

介護費は無料だが、居住費や食費などは支払う必要が
あり、国民年金しかない人には、市からの補助がある。
食費も部分負担など支給がたくさんあり、国民年金のみ
で入居している人も、小遣いを貯めて海外旅行が可能な
ほど恵まれている。よって、老後のための貯蓄が不要で
ある。

PEG はほとんどみない。会話が可能なうちに、終末
期について本人の希望を聴いて、共通電子カルテに記載
してある。

職員はのんびりしている。本人が拒否するとそれ以上
関与しないという質の悪いスタッフもいる。しかし、質
の高いスタッフはいかにユーザーをガイドすると受け入
れてもらえるのか、多くのアイデアを共有して介入して
いる。

４．デンマークで作業療法士の資格を取るには
デンマークで作業療法士の資格を得るには、3 年半の

課程を修了し卒業する。竹内は、WFOT 認定校である

群馬大学の作業療法学科を卒業したので、3 年半の教育
はパスできたが、半年の審査を兼ねた実務試験が必要
だった。この半年間は正規職員として働く必要があるが、
受け入れ施設が見つからなかった。そこで、一度休職し
た人を再教育する制度で作業療法を学ぶため大学に入学
し、9 ヶ月間経過したところで、オーフス市で雇用先が
見つかり、半年間の実務試験を達成できた。さらに、保
健省が定めた実務課題をデンマーク人作業療法士と同等
のレベルで遂行できるか、職場からの実務課題評価と、
社会サービス法、保健法等法律関連の筆記試験で評価さ
れたが、無事合格し、大学在学中の 2011 年 10 月に晴れ
てデンマークの作業療法士になった。

しかし、オーフス市での雇用は半年で終わり、デンマー
ク国内 50 ヶ所に履歴書を送って、ようやくソノボー市
で 2012 年 1 月から認知症プロジェクトの雇用を得た。

デンマークでは専門職ごとの組合に加入するのが一般
的で、作業療法士の組合は月々の会員費が約 540DKK、
作業療法士の組合の指定する失業保険が、月に約
420DKK 給与から差し引かれる（合わせて約 2 万円）。

おわりに
竹内と原稿修正のやりとりをしているメールに、こん

な追伸があった。「数年間髪を洗っていないユーザーで、
半年をかけて信頼関係を築き、洗わせてもらうことがで
きました！本当に嬉しくて、羽が生えたような喜びを味
わいました。これから、回数を重ねて、髪を洗うことに
慣れてもらい、自宅でも訪問介護で洗髪を受け入れても
らうことが次のステップです。デンマーク作業療法士、
根気が実を結ぶことを体験しました」。日本では、不衛
生だと、押さえつけてでも洗おうとするだろう。待つケ
アが大切ですね。

図３　車いすごと乗れる大型ブランコ 図４　正面に張り出しと左右の取っ手が付いた洗面台


