
国際医療福祉大学・成田看護学部・准教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３２２０６

基盤研究(C)（一般）

2017～2015

心疾患高齢者の主体性を尊重したソーシャルインクルージョン型療養支援プログラム開発

Development of social inclusion-type life management program for elderly people 
with chronic heart disease

００４５８９６０研究者番号：

久保　美紀（KUBO, MIKI）

研究期間：

１５Ｋ１１８２６

平成 年 月 日現在３０   ６ ２５

円     3,600,000

研究成果の概要（和文）：本研究は、慢性心疾患高齢者が病気と共存し、なおかつ社会から孤立することなく自
宅で生活するための人的支援環境の構築を含む、慢性心疾患高齢者のソーシャル・インクルージョン型療養支援
プログラムを作成することを最終目標に挙げ、在宅療養中の慢性心疾患高齢者とその主要介護者を対象としてイ
ンタビュー調査およびアンケート調査を行った。結果、ソーシャル・インクルーズされるための要因は、認知機
能やADLに関係なく、主要介護者が単独で介護する（シングルサポート）でないこと、インターネット環境を活
用し他者と繋がるためのコミュニケーションツールをもっていることであることが推察された。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to create a social inclusion-type life 
management program（SLMP）for elderly people with chronic heart disease. We conducted an interview 
investigation and questioners survey in the main caregivers with elderly people with chronic heart 
disease during home care.
It was guessed that it was to have a communication tool that the factor to be made results, social 
ink slovenly utilized not being that independent, a main caregiver cared for regardless of cognitive
 function and ADL (single support), Internet environment and was connected with others.

研究分野： 高齢者看護学

キーワード： 慢性心疾患　心不全　在宅高齢者　家族介護　療養支援プログラム　ソーシャル・インクルージョン　
事例研究　インターネット環境
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
長寿社会が実現した一方で、65 歳以上の高

齢者が心疾患を中心とした生活習慣病を複
数抱えて生活することが常態化している。国
民医療費の割合は増加の一途を辿り、支出の
半分以上は 65 歳以上の高齢者の医療費が占
めている。傷病別の支出をみると「循環器系
疾患」が最も多いことから、本邦の 65 歳以
上の高齢者においては、心疾患を中心とした
慢性疾患を複数抱えて人生の晩年を過ごし
ている人が数多く存在することは自明であ
る。心不全（心疾患の終末期病態）患者は、
病気の管理や病状の悪化徴候を早期に発見
するための疾患管理を日常生活の中に組み
込むことが不可欠となるが、その実態は、不
十分な疾患管理を原因とする再入院率が高
く、他の慢性疾患と比較して患者の QOL が
著しく低いことが指摘されている。その上、
今日では慢性心不全患者の年齢は高齢化し
ている。 
他方、わが国と同様の皆保険制度を誇るド

イツは、一人暮らしの高齢者が多く、人生の
終焉は可能な限り住み慣れた自宅で暮らす
ことを原則として介護保険やホスピスガイ
ドラインを整備し、地域ボランティアを中心
としたソーシャルステーションを強化する
こと等により円滑な在宅ケアが遂行されて
いる。近年、わが国においても超高齢社会を
背景に、ドイツ同様、住み慣れた地域で人生
の終焉まで自分らしい暮らしを続けること
ができる地域包括ケアシステムの構築が進
められている。だがその一方で、わが国の介
護支援体制は、家族を中心とした支援体制に
依存しており、単身高齢者世帯が増加する今
日では、支援環境に限界があることは否めな
い。それゆえ、慢性心疾患高齢者が自宅で長
期的に生活するための影響要因を明確にし、
慢性心疾患高齢者が病気と共存し QOL を維
持・向上しながら長期的な在宅生活を推進す
るための他者との関係性の構築や、趣味・生
きがいをもち可能な限り社会参加するとい
う、本人の主体性を尊重したソーシャル・イ
ンクルージョン（社会的包摂）型療養支援プ
ログラムを開発し、社会から孤立することな
く住み慣れた自宅で生活するための取り組
みは極めて重要であると考えている。 

 
２．研究の目的 
本研究の目的は、慢性心疾患を有する高齢

者が病気と共存し趣味・生きがいを持ち可能
な限り社会参加すること、そして患者と主要
介護者（家族ならびに家族以外の介護者）と
が良好な関係を形成し、慢性心疾患を持ちな
がらも社会から孤立することなく住み慣れ
た自宅で長期的に生活することを目指した
ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）
型の療養支援プログラムの開発目指し、その
有用性を検討することである。 

 
 

３．研究の方法 
全体の研究計画は、3つのステップで構成し

た。 
（１）研究ステップ１（文献・海外調査） 
「慢性心疾患高齢者のソーシャル・インク

ルージョン型療養支援プログラム」（以下、療
養支援プログラム）の開発を目指して、国内
外の文献検討を行う。また、長期の在宅療養
を可能にするための要因を明らかにするため
に、先駆的な取り組みがなされているドイツ
における慢性心疾患高齢者の在宅看護・介護
支援の実態を把握することを目的とした現地
視察を行う。 

 
① 研究方法 
・国内外の文献検討：データベースPubMed、

MEDLINE、ProQuest Health & Medical 
Collection、医学中央雑誌などを用いて、国
内外における過去10年間の循環器高齢者が
他者と交流するために必要な公的・私的支
援体制、地域などのネットワーク、趣味生
きがいなどの文献検索を行う。文献情報は、
クリティークシートに要約し、情報として
活用すると共に、支援プログラムの作成段
階において、療養支援プログラムの要素と
して検討する。 

・ドイツにおける在宅看護・介護実態調査： 
在宅ケアを担う看護師教育、国の保健医療
政策に寄与する大学院教育、高齢者介護を
担う高齢者施設ならびにその人材育成、老
後の生活を支える意志決定のプロセスにつ
いて、看護大学および高齢者施設を訪問し、
職員との意見交換を通して、ドイツの高齢
者医療・介護の実情について情報収集をお
こない、療養支援プログラムの作成に利活
用することを目的とした。 

 
（２）研究ステップ２（実態調査） 
研究ステップ１を踏まえて、本邦において

在宅で生活する慢性心疾患高齢者とその主要
支援者に対する実態調査を行う。 
① 研究方法 
関東地方の循環器専門病院およびクリニッ

クにおいて、以下の条件を満たす人を対象に
アンケート調査およびインタビュー調査を実
施した。 
・対象者条件：在宅療養中の慢性心疾患患者
で心不全の診断で在宅訪問診療を受けてい
る65歳以上で会話が可能な患者とその主要
介護者。 

 
② 調査内容 
・慢性心疾患高齢者：年齢、性別、基礎心疾
患、主要介護者との関係、同居家族、エピ
ソード、趣味・生きがい、今後の人生の見
据え方（ありたい像）、生活満足度 

・慢性心疾患高齢者の主要介護者：年齢、性
別、職業、患者が在宅介護を初めてからの
年数、患者の介護度、主要介護支援体制、
利用している公的サービスとその頻度、利



用している私的サービスとその頻度、介護
にまつわるエピソード（介護をめぐる感情
的な内容を含む）、Zarit介護負担尺度、生
活満足度 

 
③ 分析方法 
・アンケート調査：SPSSを使用し、分析対象
者の分布、記述統計、変数間の関係、因子
分析、共分散構造分析。欠測値については、
削除する。 

・インタビュー調査：インタビュー記録を質
的・記述的分析 

 
（３）研究ステップ３（プログラム作成） 
ステップ２のアンケート調査およびインタ

ビュー調査を踏まえ、療養支援プログラムの
開発および内容妥当性の検討を行う。 

 
（４）用語の定義 
 本研究では、ソーシャル・インクルージョ
ンを社会的コミットメントである「他者との
交流」と定義づけた。 
 
（５）倫理的配慮 
 本研究計画は、国際医療福祉大学研究倫理
審査委員会の承認（16-Io-170）を得て実施し
た。参加者には、事前に説明を行い、参加意
思を確認し同意を書面で交わした。 
 
５． 研究成果 
（１）研究ステップ１（文献・海外調査） 
①国内外の文献検討：本邦の先行研究では、
慢性心疾患高齢者の在宅看護・介護について
事例を用いた報告や関連職種の連携による
専門家支援における取り組みについての報
告は散見されたが、自宅で生活する慢性心疾
患高齢者が、他者と円滑に交流するための要
因や社会参加すること等に着目した研究は
見受けられなかった。他方、欧米の文献では、
慢性心疾患高齢者の介護者に対する精神面
の支援に関する文献、在宅介護の実態などに
ついて報告されたものはあったが、慢性心疾
患高齢者の介護支援体制、社会参加や包摂に
関する文献は報告数が極めて少ないことが
明らかになった。そこでまず、社会学、地域
コミュニティ学などの書籍や在宅介護等の
研究報告や現行の公的・私的介護支援制度を
整理し、本邦における在宅療養者の支援体制
を明らかにした（図 1）。 

図 1 在宅療養者の支援体制類型（2017 久保） 

 

わが国における在宅療養の支援体制は、家
族支援に依拠している。いわゆる、血縁関係
が在宅療養を支えている。在宅家族介護の人
間関係は、妻→夫、夫→妻、娘→父・母、息
子→父・母、嫁→義父・義母、婿→義父・義
母甥、姪→対象者の 7つに類型化される（図
1 プライベート①）。一方で、核家族化、単
身高齢世帯の増加など家族を取り巻く家族
形態、機能は多様化し、家族のつながりや役
割機能も変化の様相を呈している。また、人
生 100 年時代を迎え、従来通り家族が中心と
なって介護を担うことによって生じる時間
的制約、経済的負担、長期介護の精神的苦痛
など、在宅介護支援のあり方は検討の余地が
ある。 
 
②ドイツにおける視察調査では、ドイツにお
いては老後もできる限り自立した生活を送る
ことを重要視し、介護においては最初から在
宅を中心に据えた介護政策が進められてきた。
そして現在、在宅で介護を受ける要介護者が
全体の約7 割を占め、その大半が家族による
介護を受けているといわれている。介護者に
とって介護と仕事との両立はドイツ、日本と
もに深刻な問題であるが、ドイツでは、家族
介護者を支援するための法律の整備がなされ
ていることにより、家族介護者の負担軽減に
繋がっている。また、高齢者自身が晩年を主
体的に自分らしく過ごすための意志決定を支
える法的整備がなされていることは画期的で
あった。 
 
（２）研究ステップ２（実態調査） 
①本研究の対象者は男性 9名、女性 9名、合
計 18 名の慢性心疾患高齢者（以下、心疾患
高齢者）とその主要介護者であった。患者の
年齢は 76-99（平均 88.1±5.96）歳、主要介
護者の年齢は 46-88（平均 68.0±11.7）歳で
あった。心疾患高齢者の年齢は極めて高齢で
あり、現在のわが国の在宅医療の実情を反映
していることが示された。対象者属性を表 1
に示した。 

表 1 研究対象者の属性 

対象者 A B C D E F G H I

性別（患者） 女性 男性 女性 男性 女性 男性 男性 女性 男性

年齢（年齢） 92 90 89 87 84 87 92 91 91

介護度 要介護2 要介護3 要介護1 要支援1 要介護2 要介護2 要介護5 要介護2 要介護5

公的支援
内容と頻度

通所リハビリ

トイレ自力
訪問シャワー2回/週
訪問看護1回/1週
訪問リハビリ

訪問介護
訪問看護
訪問介護
訪問リハビリ

訪問看護
訪問介護

通所介護サービス
訪問リハビリ

訪問看護
訪問看護
訪問介護
訪問入浴

訪問介護
訪問入浴

通所介護サービス

訪問看護2回/週
通所介護サービス

同居家族
長女・長男と
3人暮らし

妻と2人暮らし 息子と2人暮らし 妻と2人暮らし 独り暮らし 妻と2人ぐらし 長女と2人暮らし 独り暮らし 妻と2人暮らし

主要介護者 娘 妻 息子 妻 娘 妻 娘 息子 妻

主要介護者年齢 61 88 64 79 52 82 62 72 75

支援体制
1回/1-2週

娘・息子来訪あり
近隣に次男あり
介護消極的

娘家族
2世帯住宅

1回/1-2週
娘来訪あり

長女一人っ子
1回/月

長男来訪あり
長男家族
2世帯住宅

対象者 J K L M N O P Q R

性別（患者） 女性 男性 女性 男性 男性 女性 女性 男性 女性

年齢（患者） 93 89 92 89 77 99 78 76 90

介護度 なし 要介護2 要介護1 要介護3 要介護2 要介護2 要介護1 要介護1 要介護2

公的支援
内容と頻度

訪問看護
訪問リハビリ

訪問入浴
通所リハビリ

通所介護サービス2回
/週

訪問看護
訪問入浴

通所介護サービス（現
在休み）

訪問看護
通所介護サービス

訪問看護
通所介護サービス
通所リハビリ

同居家族 独り暮らし 妻と2人暮らし 独り暮らし 長女家族と同居 妻と2人暮らし 独り暮らし 独り暮らし 長男家族と同居 長女家族と同居

主要介護者 娘 妻 嫁 娘 娘・息子 友人 息子 娘

主要介護者年齢 62 88 60 60 72 70 74 46 58

支援体制
次女家族
2世帯住宅

長女不定期に来訪
長男家族2世帯住宅、長
男嫁積極的支援 長女夫積極的支援 長女夫積極的支援

公助

自助

地縁 血縁
共助
互助

ご近所
私的ネッ ト ワーク

家族・ 親族
ネッ ト ワーク

プライベート １プライベート ２

パブリ ッ ク１パブリ ッ ク２
介護・ 医療保険

地域包括ケアシステム
コミ ュニティ 支援

公的セーフティ ネッ ト

民間サービス
有料老人施設



②心疾患高齢者と主要介護者との関係を表 2
に示した。本研究対象者の主要介護者は、国
民生活基礎調査（平成 28年 厚生労働省）の
報告と類似しているものの、対象者の年齢が
高いことから、配偶者間の介護ではなく、娘
が介護している人が 7 名（18.9%）と最も多
かった。他方、対象者の中に 90 歳の夫を介
護する 88 歳の妻がいた。主要介護者からは、
「介護のためにここ数年は自由な外出はし
ていません。身体も限界だし私の方が先に逝
くかもしれませんよ」との発言があった。そ
の一方で、対象者の中で最も高齢であった 99
歳女性は、本人、主要介護者ともに QOL が高
かった。その支援環境は、子供が 3人体制（ト
リプルサポート）でローテーションを組み介
護支援をしており、経済的にも安定していた。
また、公的サービスを活用しつつも、私的な
人的・物的支援環境が整備なされていた。注
目すべき点は、本人が携帯電話を利用し頻繁
に家族と交流を図っており、家族が不在の時
には腕時計式スマートフォンを装着（安否が
確認できる）し、ICT を利活用した生活を送
ることによって、誰かとすぐに繋がれる安心
感から、本人、家族双方にとって精神的負担
感が少ないということであった。同様な環境
を整備することは難しいと思われるが、療養
支援プログラムの作成においては、心疾患高
齢者のみならず、その主要介護者を含めたソ
ーシャル・インクルージョンが重要であるこ
とが示唆された。また、主要介護者の多くは
単独で介護を担っており（シングルサポー
ト）、心疾患高齢者のみならず、主要介護者
が孤立しがちになることは否めない。この他、
注目すべきこととして、主要介護者である息
子が父もしくは母を介護しているという人
が 3名いた。このことは、諸外国の先行研究
においては示されておらず、本邦の特徴であ
ることが示唆された。歴史の中で介護役割は、
性別分業化され女性が介護を担うことが常
とされていたが、成熟社会の中で性別役割の
常識が変化の兆しをみせているのではない
かということが推察された。 
 

表 2 患者と主要介護者との関係 

 
他方、インタビュー調査において注目すべ

き点は、これまで家族との繋がりが気迫（以
下、弱い繋がりの血縁）であった人々が、「心
疾患高齢者が通院できなくなったこと」がき
っかけとなり、「在宅訪問診療を開始する」
というイベントを通して弱い繋がりの血縁
に再度交流が生まれたり、在宅診療の開始が
きっかけとなって 80 歳後半の親と初めて人

生の終焉について話し合いをしたりするよ
うになった人が対象者の半数いたことが明
らかになった。このことから、弱い繋がりの
血縁をつなぎ止めたのは、医療の介入であり、
病気の縁（以下、気縁）で繋がった関係が新
しい人間関係の構築の一助となっているこ
とが示された。 
心疾患高齢者と主要介護者へのインタビ

ュー内容を分析したところ、他者との交流が
できている人の特徴は、心疾患高齢者側は 2
つの要素が、主要介護者側は 5つの要素が関
係していることが明らかになった（表 3）。 

 

表3 慢性心疾患高齢者及び主要介護者が 

ソーシャル・インクルージョンを可能にする要素 

 
（３）研究ステップ３（プログラム作成） 
 本研究対象者の多くは、単独で外出するこ
とが困難であり、他者のサポートを得てデイ
ケアに通うことが主な日課となっていた。一
方で、対象者の多くは、家族と同居している
ものの日中は独居であることから、主要介護
者である家族は、昼間の安全を確認する手段
がないことに不安を抱えていた。本研究の最
終目標である慢性心疾患高齢者のソーシャ
ル・インクルージョン型の療養支援プログラ
ムの構築を考えた場合、本研究対象者である
80-90 歳代の慢性心疾患高齢者が単独で外出
し、主体的に社会システムの中に入っていく
ことは容易でないことは自明である。従って、
今回の研究対象者（80-90 歳代）の世代の人々
が、本人の主体性を尊重し、住み慣れた自宅
で最後まで生活するためには、その人の認知
機能が低下したり、自分で外出できなかった
場合であっても、その存在を「モノ＝客体」
ではなく、「人＝主体」として受け容れる要
素を取り入れることこそが、本療養支援プロ
グラムを作成する上で最も重要であると考
えている。我々の先行研究では、ペットを飼
うことによって高齢者の生存が維持される
ことが明らかになった(Hoshi.T ら 2017)が、
これはペットを飼うこと、ペットの世話をす
るといった行為が、その人の主体的な行動や
役割意識に結びつき、人生の生きがいとなっ
て、活力、免疫力を向上させることによって
生存の延伸に繋がったことが推察される。そ
うであるならば、外出が困難となり自宅で孤
立してしまう人々、とくには本研究対象者世

人数（％）

嫁→義母 1（2.7）

妻→夫  6（16.2）

息子→父 1（2.7）

息子→母 2（5.4）

知人→知 1（2.7）

娘→父 2（5.4）

娘→母  5（13.5）

合計 18（100）

内容の要約 内容

身体面の安定 呼吸が苦しくない

コミュニケーション力と相手 認知機能が保てている

会話が楽しめる

自宅に訪問してきてくれる友人・知人がいる

外出することができる、外出を助けてくれる人がいる

携帯電話（ガラ系含む）を使っている

経済面の安定 患者本人が経済的に余裕がある

主要介護者が仕事をしていない（昼間家に居ることができる）

主要介護者の体力に余裕がある 主要介護者が65歳以下である（体力に余裕がある）

主要介護者に持病がない

サポート体制の充実 主要介護者が自分の配偶者から介護支援を受けることができる

主要介護者が自分の兄弟姉妹から介護支援を受けることができる

公的支援が主要介護者の生活リズムに合わせて組み込まれている

主要介護者が精神的に安定している 主要介護者の配偶者から介護支援を得ることができる

気持ちに余裕がある 主要介護者の兄弟姉妹から介護支援を得ることができる

主要介護者が愚痴をこぼせる知人友人がいる

子供家族と同居しているもしくは、二世帯住宅に住んでいる

人間関係 患者との人間関係がよい
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代の人々には、インターネット環境を活用し
たコミュニケーションツールの構築が有用
であることが推察される。事実、本研究対象
者で携帯電話をもっていた2名（90歳代）は、
主体的に他者と交流をはかり、生活の満足度
が高いことが示された。従って、自宅にいて
も容易に交流ができる“気縁”のコミュニケ
ーションツールを構築することが、80－90 歳
代の慢性心疾患高齢者に対するソーシャ
ル・インクルージョン型療養支援として提案
できるものと考えている。この他、年齢区分
別の支援として、例えば定年後の世代（65-75
歳未満）には、人生の終焉をどのような環境
で、どのような繋がりや縁を新たに構築して
老いていくのかについて、定期的にディスカ
ッションを行う機会を設け、繋がっている縁
を互いに認識しあい、将来に向けた意識づけ
の機会を設けたり、人生の終焉に向けた心構
えができたりするような支援プログラムの
構築が必要と思われる。又、慢性心疾患の場
合には、疾患の管理を適切に行うことは不可
欠であることから、在宅訪問診療チームとの
連携を図りながら、地縁、血縁のみならず、
気縁で繋がるネットワークを構築すること
が有用であろうと考えている。 
 
本研究は、「どのような要素があれば慢性

心疾患高齢者はソーシャル・インクルージョ
ンされるのか」の仮説を立て、18 名の慢性心
疾患高齢者とその主要介護者に対して、自宅
という私的な空間の中で、家庭の秘密に関わ
る事柄について、問題発見的なインタビュー
調査によって実態を明らかにして、療養支援
プログラム作成への示唆を得た。一方で、在
宅訪問診療を受けている慢性心疾患高齢者
の年齢は想像以上に高いことから、主要介護
者に意志決定の責任を委ねざるを得ない状
況であった。従って、本研究は、限られた年
齢層に限定された療養支援プログラム立案
の示唆となった。今後は幅広い年齢層の人々
に対して同様の調査を行い、年齢別の実態を
明らかにし、生活状況に合わせた支援方策を
立案することが課題である。 
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