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緒　言

　2015年の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を目指す」

理念のもと家族介護者の支援や視点も重要視しつつ，施

策を進めることとなっている１）．認知症の人を介護する

家族は介護による負担，バーンアウト，健康状態の悪化

など深刻な問題を抱えていることから，エンパワーメン

トする援助を必要としていることが推察される．エンパ

ワーメントとは，介護への自己効力感，否定的・肯定的

感情などの介護者自身の要因と，家族関係やソーシャル

サポートなどの環境要因が相互に作用しながら，介護者

自身がもつ潜在的な力を活用して問題に対処しようとし

た結果生じた状態を指す２）．つまり，エンパワーメント

は要因間の相互作用が出現する「過程」であり，その結

果生じた「状態」でもある．介護者がエンパワーされて

いないことで，被介護者である認知症の人にも否定的な

影響を及ぼすことも予想されることから，家族介護者も

「ケアの対象」として同時に支援を進めていくことが重

要であるといえる．

　認知症当事者のみならず家族介護者も支援対象とした

海外の先行研究では，作業療法プログラムの一環である

Community Occupational Therapy in Dementia

（Cotid）３）やTailored Activity Program（TAP）４）な

どが在宅介護継続の有効性を示している．これらの報告

では，家族主介護者に対して，心理教育的な介入を実施

しており，同様の介入で在宅介護生活継続に寄与した論

文は他にもいくつか散見される５，６）．心理教育の主目的

は家族介護者の中に本来備わっている力を引き出す（エ

ンパワーする）ことである７）．したがって，これらの先

行研究の成果が示すものは，家族主介護者に対するエン

パワーメントの強化を図る介入は，在宅における介護継

続の意志を高め，安定した在宅介護生活の継続につなが

る可能性があるということになる．

　認知症の人を介護する家族の介護継続意志と
エンパワーメントの関連

菅沼　一平１，２），中西　亜紀３），上城　憲司４），岡田　進一５）

１）大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科作業療法学専攻准教授
２）大阪市立大学大学院生活科学研究科後期博士課程　　　　　　　　　　　
３）大阪市立弘済院附属病院認知症疾患医療センター副病院長　　　　　　　
４）西九州大学大学院生活支援科学研究科　　　　　　　　　　　　　　　　
５）大阪市立大学大学院生活科学研究科長　　　　　　　　　　　　　　　　

Key words：認知症，家族介護者，介護継続意志，介護者のエンパワーメント

要旨：認知症の人を介護する家族主介護者（以下，介護者）が在宅介護継続意志を固める要因について，エンパワーメ

ントの視点から分析を行った．分析で使用した変数は，介護者のエンパワーメント評価尺度（Empowerment 

Assessment Scale for Principal Family Caregivers of Persons with Dementia：以下，EASFCD），介護者・被介護者

の年齢，性別，続柄，健康関連QOL，うつ，認知症の行動・心理症状の重症度などである．分析対象者は95名であり，

在宅介護継続意志がある群（在宅介護継続意志群）が65名，在宅介護継続意志が困難な群（非在宅介護継続意志群）が

30名であった．ロジスティック回帰分析の結果，介護者の年齢（OR：1.07，95% CI：1.021−1.122）とEASFCDの因子

の一つである介護への肯定的感情（OR：1.312，95％ CI：1.072−1.674）が在宅介護継続意志に影響を及ぼしていること

が示された．介護者が介護問題に対処しながら，経験知を積み重ね，年齢的成熟とともに介護を肯定的に捉え，その過

程で介護継続意志が決定されていくものと考えられる．
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　家族介護者の在宅介護継続意志に関連する要因につい

ては，すでに先行研究において多数報告がされており，

そこでは，続柄や相談相手の有無，介護負担感や介護へ

の肯定的認識などの要因が挙げられている８，９，10）．これ

らの要因が複雑に絡み合った結果，家族介護者のエンパ

ワーメントが形成され，在宅介護継続意志に影響するも

のと考えるが，エンパワーメントの視点から在宅介護継

続意志について言及した研究は見当たらない．

　そこで，今回，在宅介護継続意志を固めている家族主

介護者の特性を明らかにするとともに，在宅介護継続意

志を固める要因をエンパワーメントの視点から分析する

ことを目的に本研究を実施した．また，本研究から得ら

れた結果より，エンパワーメントを構成する因子間の相

互作用が在宅介護継続意志に与える影響についても検討

したい．

方　法

１．対　象

　調査対象は，軽度から重度の認知症の人と同居し，介

護をしている家族主介護者（以下，介護者）とした．被

介護者と別居している場合は，先行研究を参考に11），週

３回以上（週に28時間以上），生活上の見守りや手助け

をしている介護者を対象とした．また，本研究では，身

体・認知機能ともに重症化が進み，認知症の行動と心理

症 状（Behavioral Psychological Symptoms of 

Dementia：以下，BPSD）が見られなくなった寝たきり

の認知症の人を介護している介護者は除外した．調査依

頼については，大阪府（介護事業所３か所，認知症カ

フェ２か所，家族の会１か所），京都府（介護事業所１

か所），兵庫県（地域包括支援センター２か所），福岡県

（介護事業１か所），佐賀県（物忘れ外来１か所）に対し

て行い，それぞれで対象となる介護者190名を選定し調

査を依頼した．

２．調査内容

　調査項目は，基本情報として，介護者および被介護者

の年齢，性別，被介護者から見た介護者の続柄，同居人

数（介護者含む）の他，介護負担の程度に関係しうる要

因として被介護者の利用サービス数，１週間当たりのサ

ービス利用数，診断から受診までの期間（月），介護期

間（月），在宅介護継続意志の有無を挙げた．在宅介護

継続意志は「介護上問題が生じたとしても，物理的・経

済的に対応できる範疇であれは，最期まで在宅にて介護

を継続する意志」について，意志が「ある」，「ない」の

２件法にて調査した．また介護者の学歴についても先行

研究において，介護者の介護悲嘆12）や介護負担13）との

関連が報告されているため，調査項目として挙げた．学

歴は小学校，中学校，高等学校，専門学校もしくは大学

の４つに分けた．エンパワーメントについては，菅沼ら２）

が開発した認知症の人の家族介護者のためのエンパワー

メント評価尺度（Empowerment Assessment Scale for 

Principal Family Caregivers of Persons with 

Dementia： 以 下，EASFCD） を 使 用 し た（ 表 １）．

EASFCDは因子１【介護への否定的感情】，因子２【介

護の知識・技術に関する自己効力感】，因子３【介護に

対する意識・結果・期待】，因子４【介護への肯定的感情】，

因子５【被介護者との関係性】，因子６【相談相手の有

無と情動的サポート】の６つの下位尺度から構成され，

全33項目の質問項目がある．各質問に対する回答は，「と

てもそう思う（４点）」−「全くそう思わない（１点）」

もしくは「常にいる（４点）」−「全くいない（１点）」

の４件法としている．因子１【介護への否定的感情】８

項目32点満点，因子２【介護の知識・技術に関する自己

効力感】５項目20点満点，因子３【介護に対する意識・

結果・期待】７項目28点満点，因子４【介護への肯定的

感情】５項目20点満点，因子５【被介護者との関係性】

４項目16点満点，因子６【相談相手の有無と情動的サポ

ート】４項目16点満点の合計132点満点であり，点数が

高いほど介護者がエンパワーメントされている状態を示

す（否定的な感情や状況に関する質問項目（逆転項目）は，

採点法を逆転させる反転項目）．なお，本尺度は，すで

に尺度の信頼性と妥当性は検証されている２）．本研究で

はEASFCDの６つの下位尺度を用い，在宅介護継続意

志とエンパワーメントの関連を調査することとした．ま

た，介護者の主観的健康度14）やうつ15），そして被介護者

である認知症者のBPSDの重症度８，16，17）も介護継続の

可否に重要な要因となりえることから，健康関連QOL

尺度の質問紙MOS 8-Item Short-Form Health Survey日

本語版（以下，SF-8）18）とうつ病の自己評価尺度であ

るThe Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scaleの日本語版（以下，CES-D）19），被介護者のBPSD

頻度を評価するDementia Behavior Disturbance Scale 

の13項目版（以下，DBD-13）20）も調査項目に挙げた．

SF-8は，得点が高いほど健康状態が不良であることを示

し，CES-Dは，得点が高いほどうつ症状が強いことを示

す．DBD-13はBPSDの頻度を点数化するもので点数が

高いほどBPSDが頻発していることを示す．以上より，

EASFCD，SF-8，CES-D，DBD-13の４つの尺度にてエ

ンパワーメント，QOL，心理面，BPSDの状態など包括

的な介護評価を行うこととした．

３．調査期間

　調査期間は，2017年６月１日から2018年４月30日まで

である．上記の調査項目をまとめて質問紙にし，各施設

の職員等を通じて，直接，介護者へ手渡し，記入を依頼

した．回収は，事業所や対象者の実情に応じて郵送法も
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表１　Empowerment Assessment Scale for Principal Family Caregivers of Persons with Dementia（EASFCD）

下位尺度と項目 採　　点　　法

【第１因子】　介護への否定的感情　

1 被介護者様のそばにいると気が休まらないと思うことがある

４．とてもそう思う　３．まあまあそう思う　
２．あまりそう思わない　１．全くそう思わない

2 被介護者様のそばにいると腹が立つことがある
3 介護を誰かに任せたいと思うことがある
4 被介護者様の行動に対して困ってしまうと思うことがある
5 被介護者様に上手く関わることができず落ち込むことがある
6 この先ずっと介護をすることに対して不安を感じる

7
介護に時間をとられ，趣味や社会活動ができずストレスに感
じる

8 介護の問題で他の家族と意見がぶつかることがある

【第２因子】　介護の知識・技術に関する自己効力感

1
自分の介護に足りないと思う知識や技術に関する情報を集め
ることができる

４．とてもそう思う　３．まあまあそう思う　
２．あまりそう思わない　１．全くそう思わない

2
自分は認知症者に必要な社会資源（介護サービスなど）の知
識を有している

3 自分は認知症という疾患に関する知識をもっている

4
自分は声かけや介護によって被介護者様の良い反応を引き出
すことができる

5 自分は被介護者様の訴えや行動に臨機応変に対応できる

【第３因子】　介護に対する意識・結果・期待

1
自分が介護をすることによって，訴えや行動面を少しでも良
い方向に向かわせたい

４．とてもそう思う　３．まあまあそう思う　
２．あまりそう思わない　１．全くそう思わない

2
自分が介護することで，被介護者様の良い反応（表情など）
を引き出したい

3

自分が介護することにより，生活が安定すればよいと思う（例
えば，自分が介護をすることで他の家族も仕事，学業各々の
するべきことに専念でき，日々の生活を問題なく過ごすこと
ができるということ）

4
介護や声かけによって良い反応（例えば，被介護者様の不安
が鎮まったり，精神的に落ち着くなど）が得られることが重
要だと思う

5
被介護者様が些細なことで喜ぶのを見るとうれしくなること
がある

6 自分が被介護者様を介護するのは当然のことだと思う

7
被介護者様が新たな役割が持てるよう働きかけることが重要
である

【第４因子】　介護への肯定的感情

1
被介護者様の介護をすることで，満足感が得られることがあ
る

４．とてもそう思う　３．まあまあそう思う　
２．あまりそう思わない　１．全くそう思わない

2
被介護者様を介護することで，自分が元気づけられたり励ま
されたりすることがある

3 介護が楽しいと感じることがある
4 被介護者様の世話をするのが自分の生きがいになっている
5 介護を義務感ではなく，望んでしている

【第５因子】　被介護者との関係性

1 被介護者様との現在の人間関係は良好である

４．とてもそう思う　３．まあまあそう思う　
２．あまりそう思わない　１．全くそう思わない

2 被介護者様との病前の人間関係は良好であった
3 被介護者様は私に感謝しているように思う

4
被介護者様への影響（言葉かけの内容やタイミングによって
は，被介護者様の不安が強くなる，あるいは落ち着くなど）
を考えながら介護している

【第６因子】　相談相手の有無と情動的サポート 

1 相談できる親戚がいる

４．常にいる　３．しばしばいる　２．あまりいない　
１．全くいない

2 相談できる家族がいる
3 相談できる友人・知人がいる
4 家族・親戚は自分の気持ちをよく理解してくれている
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しくは封筒に厳封したうえで留置法とした．

４．分　析

　在宅介護継続意志がある群を在宅介護継続意志群と

し，在宅介護継続意志が困難な群を非在宅介護継続意志

群とした．２群間における基本情報の比較にて，介護者

年齢，被介護者年齢，診断から受診までの期間，介護期

間は対応のないt検定を用い，同居人数，介護者最終学歴，

利用サービス数，サービス利用数/週についてはMann–

WhitneyのU検定を用いた．また，性別，続柄はχ２検

定を用いた．評価の群間比較では，EASFCDの下位尺度，

SF-8総得点，CES-D総得点，DBD-13総得点について

Mann–WhitneyのU検定を用いた．

　要因抽出には二項ロジスティック回帰分析を用いた．

分析に際し，群間比較にて有意差が認められた項目を独

立変数とし，従属変数は在宅介護継続意志の有無とした．

独立変数間における多重共線性の影響については相関係

数にて確認し，影響がなければ，変数を投入し，オッズ

比（odds ratio：以下，OR）と95％信頼区間（95％

confidential interval：以下，95％ CI）を算出すること

とした．統計解析にはSPSSVer.25.0を使用し，統計学的

有意水準は５％とした．

５．倫理的配慮

　本研究は，大阪市立大学大学院生活科学研究科・研究

倫理審査委員会の承認後（承認番号：17−05，承認年月

日：平成29年５月10日），事業管理者，団体運営責任者

などに口頭および書面にて協力を依頼し，承諾を得た．

各事業所を通して，介護者に調査の目的，個人情報保護

の方針，研究参加（回答の任意性や回答をしない場合に

おいても不利益とならない等）等を書面で説明を行った．

その後，対象者に調査項目を記した質問紙を配布し，質

問紙の返送をもって同意を得たものとした．

結　果

　190部 配 布 さ れ， そ の う ち 回 収 は117部（ 回 収 率

61.5％）で，95名（有効回収率50.0％）が分析対象とな

った．

１． 在宅介護継続意志群と非在宅介護継続意志群の基本

情報比較（表２）

　在宅介護継続意志群は65名，非在宅介護継続意志群は

30名であった．基本情報の比較では在宅介護継続意志群

の介護者年齢が有意に高く，介護者性別，続柄において

も有意差が認められた．性別においては，在宅介護継続

意志群の女性割合67.7%に対し，非在宅介護継続意志群

表２　在宅介護継続意志群と非在宅介護継続意志群の家族主介護者（介護者）の基本情報比較

在宅介護継続意志群（n=65） 非在宅介護継続意志群（n=30） p値

介護者年齢
介護者性別（男性：女性）
　男性（%）
　女性（%）
被介護者年齢
被介護者性別（男性：女性）
　男性（%）
　女性（%）
続柄（夫：妻：息子：娘：嫁：婿：姉：孫）
　夫　　（%）
　妻　　（%）
　息子　（%）
　娘　　（%）
　嫁　　（%）
　婿　　（%）
　姉　　（%）
　孫　　（%） 
同居人数（主介護者含む）
介護者最終学歴
利用サービス数
サービス利用数/週
診断から受診までの期間
介護期間

66.7（10.6）
21：44
32.3
67.7

81.9（9.9）
18：47
27.7
72.3

14：12：7：25：5：0：2：0
21.5
18.5
10.8
38.5
7.7
0

3.1
0

3.0（2.0，3.5）
3.0（2.0，3.0）
1.0（1.0，2.0）
4.0（2.0，6.0）
11.2（15.2）
52.8（47.7）

58.9（14.0）
4：26
13.3
86.6

77.9（10.7）
10：20
33.3
66.7

2：12：1：6：7：1：0：1
6.7
40
3.3
20

23.3
3.3
0

3.3
3.0（2.0，3.7）
3.0（2.0，3.0）
1.00（1.0，2.0）
4.0（3.0，5.0）

8.0（12.7）
41.5（39.1）

0.005

0.021

0.088

0.575

0.026

0.485
0.748
0.335
0.816
0.387
0.285

＊＊

＊

＊

主介護者年齢 ，被介護者年齢，診断から受診までの期間，介護期間は平均（標準偏差）で表記
同居人数（主介護者含む），主介護者最終学歴，利用サービス数，サービス利用数 / 週は中央値（25％値，75％値）で表記
*P<0.05　**P<0.01
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は86.6％であった．続柄の割合では，在宅介護継続意志

群は夫，妻，息子，娘などきわめて近い血縁関係の介護

者割合が89.3％であることに対し，非在宅介護継続意志

群におけるそれは70％であった．

２． 在宅介護継続意志群と非在宅介護継続意志群の各評

価比較（表３）

　EASFCD総得点は，在宅介護継続意志群が有意に高

く，下位尺度では因子３【介護に対する意識・結果・期

待】，因子４【介護への肯定的感情】，因子５【被介護者

との関係性】において在宅介護継続意志群が有意に高か

った．

３． 在宅介護継続意志に関するロジスティック回帰分析

（表４）

　独立変数は，在宅介護継続意志群と非在宅介護継続意

志群の群間比較において有意差が見られた介護者年齢，

介護者性別，続柄，EASFCD下位尺度の因子３【介護

に対する意識・結果・期待】，因子４【介護への肯定的

感情】，因子５【被介護者との関係性】とした．なお，

EASFCDの下位尺度において，相関係数は0.488から

0.655の範囲内にあり，多重共線性の問題はないと判断

した．ロジスティック回帰分析の結果，介護者年齢（OR：

1.07，95% CI：1.021−1.122），因子４【介護への肯定的

感情】（OR：1.312，95％ CI：1.072−1.674）が有意な変

数として選択され，在宅介護継続意志との関連が示唆さ

れた．

考　察

１．在宅介護継続意志群，非在宅介護継続意志群の比較

１）基本情報の差異（表２）

　在宅介護継続意志群における介護者の年齢が非在宅介

護継続意志群に比し，有意に高く，ロジスティック回帰

分析においても有意な変数として選択されている（表４，

OR：1.07，95% CI：1.021−1.122）．和気21）は，家族介

護者の介護対処スタイルについて，高齢の家族ほど，介

護に対する意味付けや考え方を変容して，現状を受容す

る「認知変容型」の対処スタイルをとる傾向が多いこと

を報告している．この報告における対象者（主介護者）

の基本属性では，被介護者の７割が認知症を有しており，

主介護者の年齢も50 ～ 60代が８割を占めている．本研

究の対象と共通点が部分的ではあるが見られ，この和気

の報告を参考にすると，年齢の高い介護者が，「認知変

容型」として，現状の介護生活を受容し，適時介護場面

における問題に対処しながら，在宅介護を可能な限り継

続してこうとする意向が本研究の結果から感じ取れる．

また，「認知変容型」は「お世話は仕方がないことだと

諦める」，「お世話をする以外にないと思う」など因子に

諦めや開き直りに関する項目も有する．時には介護を前

向きにとらえながらも，諦めや義務感として介護を全う

表３　在宅介護継続意志群と非在宅介護継続意志群の各評価比較

表４　在宅介護継続意志に関するロジスティック回帰分析

在宅介護継続意志群（n=65） 非在宅介護継続意志群（n=30） ｐ値

EASFCD　総得点
　因子１　【介護への否定的感情】
　因子２　【介護の知識・技術に関する自己効力感】
　因子３　【介護に対する意識・結果・期待】
　因子４　【介護への肯定的感情】
　因子５　【被介護者との関係性】
　因子６　【相談相手の有無と情動的サポート】
SF-8 総得点（健康関連QOL）
CES-D 総得点（家族主介護者のうつ）
DBD13 総得点（BPSD重症度）

93.0（84.0，101.0）
18.0（16.0，23.0）
14.0（11.5，15.5）
24.0（21.0，27.0）
12.0（10.0，14.5）
13.0（11.0，14.0）
13.0（11.0，13.0）
22.00（17.0，25.5）
21.00（13.5，30.0）
17.00（9.5，23.5）

85.5（74.7，89.0）
15.5（12.7，19.7）
13.0（11.2，15.0）
21.0（19.0，22.0）
9.00（7.0，11.0）
11.0（9.2，12.0）

12.00（10.0，13.7）
21.00（14.0，25.7）
18.00（15.0，24.0）
16.00（11.0，24.0）

0.001
0.051
0.292
0.008
0.001
0.006
0.733
0.806
0.814
0.738

＊＊

＊＊
＊＊
＊＊

中央値（25％値，75％値）で表記　　*P<0.05　**P<0.01

オッズ比
95% 信頼区間

ｐ値
下限 上限

介護者年齢
因子４　【介護への肯定的感情】

1.071
1.312

1.021
1.072

1.122
1.604

0.005
0.008

＊＊
＊＊

従属変数：介護継続意志＝ 1，非介護継続意志＝ 0
独立変数：介護者年齢（歳），因子 4【介護への肯定的感情】（点）
変数増加法（尤度比）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**p<0.01
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しようとしているとも解釈できる．

　性別においては非在宅介護継続意志群に女性の割合が

多かった．女性介護者は不満や感情を発散し，状況を直

視することを避ける「回避・情動型」の傾向が多いとの

報告もある21）．また，続柄について，本研究における在

宅介護継続意志群は夫，妻，息子，娘といったきわめて

近い家族関係者が約９割であることに対して，非在宅介

護継続意志群は約７割と若干ではあるが少なかった．性

別，続柄については，ロジスティック回帰分析では要因

として抽出はされなかったが，年齢的な影響に加えて，

性別による特性や血縁的な距離の差も相まって，介護へ

の感情および役割意識の差としてあらわれ，在宅介護継

続意志に影響を及ぼすものと考える．

２）EASFCDの因子別差異（表３）

　EASFCDの得点は，すべての因子において在宅介護

継続意志群が高く，統計学的に有意に高かったのは，因

子３【介護に対する意識・結果・期待】，因子４【介護

への肯定的感情】，因子５【被介護者との関係性】であ

った．

　因子３【介護に対する意識・結果・期待】は，介護を

家族が見ることは当然だと思うこと，もしくは介護への

前向きな価値観や意識によって，介護場面で良好な結果

が生じ，今後の期待や希望が生まれる状態を指す．唐

沢10）はこれを「家族介護意識」としたうえで，介護継

続意向の規定要因であることを示している．本研究にお

いてはロジスティック回帰分析における要因として抽出

はされなかったものの介護の意識，結果，期待が他因子

間と好循環することで介護継続に間接的に寄与している

とも考えられる． 

　因子４【介護への肯定的感情】は，介護への楽しさ，

満足感，生きがいといった介護への肯定的感情である．

肯定的感情と介護継続意向の関連を報告した研究は多数

あり８，９，10，22），いずれも肯定的感情が介護継続を図る

うえで強い規定要因であることを示している．本研究に

おいてもロジスティック回帰分析にて，規定要因として

抽出され（表４，OR：1.312，95％ CI：1.072−1.674），

先行研究同様の結果となった．介護に負担を感じながら

も，介護に意味を見出し，そこに生きがいや満足を感じ

ることで自分自身への成長や学びを経験する介護者も多

く存在している９，22，23）．先行研究の結果および本研究

の結果を踏まえ，介護への肯定的感情は介護者の在宅介

護継続意志が固まる過程において，根幹となる要因とし

て考えられ，その重要性が改めて示唆された結果となっ

た．

　因子５【被介護者との関係性】についても，同様に先

行 研 究 で 介 護 継 続 意 向 と の 関 連 が 報 告 さ れ て い

る８，24，25）．山本24）は，要介護者への愛着からくる価値

が介護継続の主たる動機づけであると述べており，その

愛着は私的な人間関係に基づくことを指摘している．因

子５はロジスティック回帰分析における要因として抽出

はされなかったものの，愛着の有無や程度は一つの動機

づけとなり，他の因子間と作用し，在宅介護継続意志に

間接的に寄与するものと考える．

２．在宅介護継続意志とエンパワーメントの関連

　本研究における在宅介護継続意志の規定要因は介護者

年齢（表４，OR：1.07，95% CI：1.021−1.122），因子

４【介護への肯定的感情】（表４，OR：1.312，95％

CI：1.072−1.674）であった．広瀬26）は介護の肯定的感

情である介護充足感と介護者との年齢に有意な正の関連

があったことを示し，年齢的成熟とともに様々な介護経

験を重ねることで，介護者が徐々に肯定的に介護を受容

している可能性について考察している．本研究において

も介護状況を取り巻く多くの問題に介護者が対処しなが

ら，経験値を積み，年齢とともに介護を肯定的にとらえ，

その過程で在宅介護継続意志が決定するのではないかと

考える．そして，その過程においては，EASFCDの他

の因子も当然，相互に作用しながら影響しているものと

考える．

　エンパワーメントの因子間における相互作用におい

て，介護肯定感はその中核になっていると解釈した．例

えば被介護者との関係性やソーシャルサポートなどの環

境要因が充足され，良い方向へ介護者側に作用した場合，

介護者側の要因では，肯定的感情が中核となり，介護へ

の意識を高め，否定的感情も内包しつつ，エンパワーメ

ントを高めるのではないかと考える．因子間は相互に関

連するため，必ずしも上記のような一方向の作用とは限

らない．しかし，いずれの因子から作用しても，そこか

ら，内発的な力を呼び起こし，エンパワーメントにつな

がっていく過程において，肯定的感情は，中核となり，

在宅介護継続意志を固める重要な要因になりうるものと

解釈した．なお，介護への否定的感情については，時に

「認知症の人のより良い生活を実現するための貴重で価

値ある努力」という肯定的側面も持ち合わせていること

から27），負担感は軽減するべきものと一義的に考えるの

ではなく，エンパワーする過程において，どのように折

り合いをつけているかという視点も重要であると考え

る．

　以上より，介護者に対する医療・福祉の専門職の役割

は，介護技術に関する知識や社会資源の情報提供，カウ

ンセリングだけではなく，介護にやりがいや意義を見出

すなど肯定的感情を高める働きかけを行い，エンパワー

メントの強化につなげていくことが重要であると考え

る．経済面や深刻な関係性の不和など家庭内における問

題に踏み込むことは困難ではあるが，心理教育などのア
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プローチによって様々な立場の参加者や専門職が，ポジ

ティブフィードバックにて介護肯定感を高める働きかけ

は可能である．ただし，ポジティブフィードバックだけ

ではなく，重要なのは介護肯定感を左右する環境要因や

介護者要因がどこにあるのか，問題を丁寧に整理するこ

とである．また整理後，問題要因に働きかけることで，

介護肯定感を高め，介護者が解決策を主体的に考えられ

る状態となり，結果，安定した在宅介護生活が継続する

ことで，エンパワーメントが強化されたといえる．本研

究で得た知見を認知症の人とその家族への包括的支援の

一助としたい．

本研究の限界と課題

　本研究では，介護者年齢と介護への肯定的感情が在宅

介護継続意志に影響する要因として示された．ただし，

特定の地域の限定された時期に行った横断的研究である

ため，因果関係を検討するため，今後は追跡調査を行う

必要があると考える．具体的には，本研究の結果を踏ま

えたうえで，介護者支援の介入研究へつなげ，その在宅

介護継続率について調査することで，さらに強いエビデ

ンスを示すことが今後の課題と考える．また，本研究で

は検討していないが，介護を行うに至った経緯（自ら進

んで介護を望んだか，介護せざるを得ない状況で義務的

に介護しているのかなど）や老親扶養をめぐる世代間に

おける介護意識の差なども在宅介護継続意志に影響する

ものと思われるため，今後はより具体的な生活背景や世

代間による価値観，社会文化的背景意識についても検討

する必要があると考える．

謝　辞

　本研究の実施に当たり，ご指導・ご協力を賜りました，

データ収集にご協力を頂きました諸施設，ご家族の方に

心より深謝申し上げます．

文　献

１） 厚生労働省：認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラ

ン）．https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf（参照2019-7-1）

２） 菅沼一平，南　征吾，中西亜紀，岡田進一：認知症の人

の家族介護者（主たる介護者）に対するエンパワーメン

ト評価尺度の開発．厚生の指標．印刷中．

３） Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, Thijssen M, Dekker J,  

Hoefnage ls WH et a l . : Ef fects o f Community 

Occupational Therapy on Quality of Life, Mood, and 

Health Status in Dementia Patients and Their 

Caregivers: A Randomized Controlled Trial. J Gerontol 

A Biol Sci Med Sci. 62(9): 1002-1009, 2007.

４） Gitlin LN, Winter L, Dennis MP, Hodgson N, Hauck 

WW.: Targeting and managing behavioral symptoms 

in individuals with dementia: a randomized trial of a 

Nonpharmacological intervention. J Am Geriatr Soc. 

58(8): 1465-1474, 2010.

５） Mittelman MS, Ferris SH, Shulman E, Steinberg G, 

Levin B. A family intervention to delay nursing home 

placement of patients with Alzheimer disease. A 

randomized controlled trial. JAMA. 276(21): 1725-1731, 

1996.

６） Eloniemi-Sulkava U, Notkola IL, Hentinen M, Kivelä SL, 

Sivenius et al.: Effects of supporting community-living 

demented patients and their caregivers: a randomized 

trial. J Am Geriatr Soc. 49(10): 1282-1287, 2001.

７） 松本一生：痴呆性老人と心理教育．臨床精神医学．30（5）：

477-482，2001．

８） 梶原弘平，横山正博：認知症高齢者を介護する家族の介

護継続意向の要因に関する研究．日本認知症ケア学会

誌．6（1）：38-46，2007．

９） 山本則子，石垣和子，国吉　緑，河原宣子，長谷川喜代

美 他：高齢者の家族における介護の肯定的認識と生活

の質（QOL），生きがい感および介護継続意志との関連：

続柄別の検討．日本公衆衛生雑誌．49（7）：660-671，

2002．

10） 唐沢かおり：家族メンバーによる高齢者介護の継続意志

を規定する要因．社会心理学研究．22（2）：172-179, 

2006．

11） Martin CM, Martin MF, Valero CP, García CI, 

M o n t a l b á n  S R ,  e t  a l . :  E f f e c t i v e n e s s  o f  a 

psychoeducational Intervention program in the 

reduction of caregiver burden in Alzheimer’s disease 

patients’ caregivers. Int J Geriatr Psychiatry. 24(5): 

489-499, 2009.

12） Liew TM, Tai BC, Yap P, Koh GC.: Contrasting the risk 

factors of grief and burden in caregivers of persons 

with dementia: Multivariate analysis. Int J Geriatr 

Psychiatry. 34(2): 258-264, 2019.

13） Rosdinom R, Zarina MZ, Zanariah MS, Marhani M, 

Suzaily W.: Behavioural and psychological symptoms of 

dementia, cognitive impairment and caregiver burden 

in patients with dementia. Prev Med. 57：67-69, 2013.

14） 広瀬美千代，岡田進一，白澤政和：家族介護者の介護へ

の否定的評価に対する資源による緩衝効果．日本在宅ケ

ア学会誌．10（2）：24-32，2007．

15） 髙原 昭：認知症の人と暮らす人の“介護うつ”．老年社

会科学．34（4）：516-521，2013．

16） 大塚俊夫：痴呆性老人の治療, ケアのあり方．老年精神

医学雑誌．5（8）：907-913，1994．

17） 朝田　隆：痴呆老人の在宅介護破綻に関する検討：問題



菅沼ら　日本臨床作業療法研究 No.6　2019
http://jscot.kenkyuukai.jp/journal2/ Page 67 of 67

©日本臨床作業療法学会

行動と介護者の負担を中心に．精神神経学雑誌．9：

403-433，1991．

18） 鈴鴨よしみ，福原俊一：SF-36日本語版の特徴と活用．

日本腰痛学会雑誌．8（1）：38-43，2002．

19） 島　悟，鹿野達男，北村俊則，浅井昌弘：新しい抑うつ

自己評価尺度について．精神医学．27：717-723，1985．

20） 町田綾子：Dementia Behavior Disturbance Scale（DBD）

短縮版の作成および信頼性， 妥当性の検討―ケア感受性

の高い行動障害スケールの作成を目指して―．日本老年

医学会雑誌．49（4）：463−467，2012．

21） 和気純子：高齢者を介護する家族．川島書店，1998，

pp67-90．

22） 菅沼一平，上城憲司，白石 浩，中島龍彦，白木潤子　他：

認知症病棟における入院患者の転帰に影響を及ぼす要因

分 析． 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン．40（6）：879-885，

2012．

23） 公益社団法人認知症の人と家族の会（2012）．平成23年

度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業

「認知症の介護家族が求める家族支援のあり方研究事業

報告書～介護家族の立場から見た家族支援のあり方に関

するアンケート～」http://alzheimer．or．jp/largefile_

for_wp/2011kazokushien_houkoku．pdf#search=% 27%

E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%9A+

%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87+%E3%82%A2

%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%2

7（参照2019-7-1）

24） 山本則子：痴呆老人の家族会介護に関する研究：娘およ

び嫁介護者の人生における介護経験の意味：2. 価値と困

難のパラドックス．看護研究．28（4）：313-333，1995．

25） 野口和美，入江晶子，飯田澄美子：在宅要介護老人の介

護の経過と介護者に影響を及ぼす要因．保健の科学．

36：331-334，1996．

26） 広瀬美千代，岡田進一，白澤政和：家族介護者の介護に

対する肯定的評価に関連する要因─介護に対する肯定・

否定両側面からの検討─．社会福祉学．47（3）：3-15，

2006．

27） 今村　徹：認知症患者と家族を支えるために : エンパワ

メントをめざす家族支援の方法論．高次脳機能研究．30

（2）：313-316，2010．


