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研究成果の概要（和文）： 

「介護者のエンハンスメント・プログラムにおけるファシリテーター養成プログラム」は 3 つ

の介護領域である「心配事の解消」「食事の介護」「暮らしのリズムを整える」からなる。それ

ぞれの所要時間は 3 時間とした。プログラム概要は、介護者についての理解を深める、エンハ

ンスメント・プログラムの紹介、介護者募集と参加手続き、プログラムの評価、評価インタビ

ュー、ＤＶＤによるプログラムの解説とした。 

 
研究成果の概要（英文）： 

The enhancement program facilitator for the family caregiver with older adults 
consists of three areas. Our program addressed the following three aspects of 
caregiving: 1) coping with anxiety; 2) care related to meals; and 3) leading a 
well-balanced life. Each program session required 3 hours. The program outline were 
Understands a caregiver, Introduction of the enhancement program for the family 
caregiver with older adults, Procedure of participating collection, Evaluation of a 
program participant, Evaluation interview to program facilitator, Explanation of the 
program by DVD. 
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１．研究開始当初の背景 

高齢者の家族介護者の介護困難な状況や
介護負担は、介護保険導入後も持続している
（佐々木，2009；前久，2005；斎藤，2003；
高橋，2002）。また、介護負担の軽減に関す
る研究においても、介入への示唆にとどまり
（森脇，2009；天谷他，2003；竹内，2003；

山下、2003）、複数の介護者を対象としたプ
ログラムの介入研究については、ほとんど取
り組まれていない（望月，2005；塩田，2004）。 

そこで、対象の能力を高めるということか
ら海外のエンハンスメント・プログラムを概
観すると、対象のさまざまな能力向上に向け
たプログラム開発がされていた。 
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本研究者は、博士論文で高齢者の家族介護
者が介護の知識と技術を高めることに着目
し、Bandura(1977)の社会学習理論を基盤と
した「介護者のエンハンスメント・プログラ
ム」を開発した(藤田 2010)。開発した介護者
のエンハンスメント・プログラムは、介護者
の介護能力を高めることによって、介護行動
への自信を高め直面する介護の課題に対処
できるようにするものである。 

このエンハンスメント・プログラムの中で
育成する 4 つのスキルは(1)護者としての自
己を認め高めていくスキル、(2)介護力を高め
健康を維持促進するスキル、(3)家族・社会と
関係を形成していくスキル、(4)介護方法を状
況に合わせて適用していくスキルである。ス
キルの育成は、社会学習理論（Bandura，
1977）で可能予期の主要な要因の誘導様式よ
る 7つの教育方法を用いて行った。これらを、
3 つの介護領域である「心配事の解消」「食事
の介護」「暮らしのリズムを整える」におい
て養成し、アクションリサーチで延べ 60 名
の介護者に対し合計 12 回実施した。1 回の平
均参加者は 5 名程度でプログラム終了直後と
1 週間後にプログラム評価を得た。その結果、
介護者は介護技術の獲得と共に、介護能力が
エンハンスメントされ、「孤立感の薄らぎ」
「介護への見方の広がり」「介護に向き合う
姿勢の変化」｢介護負担の軽減｣をもたらす効
果を得た。また、介護に向き合う自分自身を
内省し自己を高めるとともに、介護への心構
えや健康を維持促進できる介護能力を高め、
介護生活の継続に役立てていた。さらに、家
族全体で協力し安定して介護に向き合える
状況を作り出し、生活を安定させることがで
きるようになった。 

このような「介護者のエンハンスメント・
プログラム」が普及することにより、介護者
の能力向上が図られる。しかし、「介護者の
エンハンスメント・プログラム」は参加型プ
ログラムによるアクションリサーチである
ため、ファシリテーターは参加者との相互作
用が得られる反面、参加者はファシリテータ
ーからの影響を受けやすい。 

そこで、本研究者はプログラムファシリテ
ーターの養成プログラムを開発し、効果的に
対象の介護能力がエンハンスメントできる
プログラム展開ができるようにしていきた
いと考えた。そこで、本研究ではその第一段
階として「介護者のエンハンスメント・プロ
グラム」の普及に向けたプログラムファシリ
テーターの養成プログラムの開発に取り組
むこととした。 

 

２．研究の目的 

 本研究は、高齢者の家族介護者が介護の知
識と技術を高める「介護者のエンハンスメン
ト・プログラム」の普及に向けて、プログラ

ムファシリテーターの養成プログラムを開
発することを目的とする。これらの研究目的
を達成するために、以下の目標を設定する。 

 

(1)「介護者のエンハンスメント・プログラム
のファシリテーター養成プログラム」原案
を作成する。 

 

(2)作成した「介護者のエンハンスメント・プ
ログラムのファシリテーター養成プログ
ラム」原案を洗練化するために、老人看護
や在宅看護及び家族看護のエキスパート
から評価を得て修正する。 

 

３．研究の方法 

(1)プログラム原案の作成 
研究者が博士論文で開発した「介護者の

エンハンスメント・プログラム」について、
プログラムの概要を理解することと、3 つ
の介護領域である「心配事の解消」「食事
の介護」「暮らしのリズムを整える」で育
成するスキル及び到達目標に応じた教育
内容と 7 つの教育方法、プログラム実施後
の介護者の評価について学ぶことができ
る「介護者のエンハンスメント・プログラ
ムのファシリテーター養成プログラム」原
案を作成する。 

 
(2)プログラム原案への面接調査 

 作成した「介護者のエンハンスメント・
プログラムのファシリテーター養成プロ
グラム」原案を洗練化するためエキスパー
トから評価を受ける。老人看護や家族看護
及び在宅看護の研究者 3名程度、老人看護、
地域看護専門看護師あるいは在宅看護専
門看護師、家族看護専門看護師、訪問看護
認定看護師等の実践家 4名から評価を受け
る。面接調査では「介護者のエンハンスメ
ント・プログラムのファシリテーター養成
プログラム」原案の内容を説明後、修正・
加筆等の意見をもらう。 

 
(3) 「介護者のエンハンスメント・プログラ
ムのファシリテーター養成プログラム」の
洗練化 

面接調査結果をもとに、「介護者のエン
ハンスメント・プログラムのファシリテー
ター養成プログラム」原案を洗練化し最終
版を完成させる。 

 
４．研究成果 
(1) 「介護者のエンハンスメント・プログラ

ム」の教育・評価内容について  
 本研究で開発するファシリテーター養成
プログラムのもととなる「介護者のエンハン
スメント・プログラム」について、教育内容・
教育方法・プログラム実施後の介護者による



評価方法について検討し取りまとめた。また、
病院及び在宅におけるファシリテーター養
成プログラムの実行可能性を養成プログラ
ムの内容に反映させるために、地域医療連携
室で働くホスピスケア認定看護師と訪問看
護ステーション所長である地域看護専門看
護師にヒアリングを実施した。 
その結果、ファシリテーター養成プログラ

ムの内容には、「介護者のエンハンスメン
ト・プログラム」について計画していた教育
内容・教育方法・プログラム実施後の介護者
による評価方法に加えて、介護者や在宅療養
の理解を促進させる項目が必要であること
が明確となった。 
さらに、ファシリテーターが「介護者のエ

ンハンスメント・プログラム」を実行するに
当たり、対象となる介護者の募集や実施の場
所についても検討し研究方法に含んでいく
ことが必要であることが明確となった。 
 これらのことから、ファシリテーター養成
プログラムの実行可能性を高めるための要
素が明らかとなり、研究と実践の循環が行わ
れやすくなった。さらに、病院や在宅のなか
で、具体的にどのようなフィールドがファシ
リテーター養成プログラムを実施すること
は、それぞれの場に応じたプログラム内容を
考えるうえで重要な示唆を得ることができ
た。 
 
(2)ファシリテーター養成プログラムで学ぶ
る 3つの介護領域の教育内容について 

①心配ごとの解消 
 「心配ごとの解消」では下記のような目標
と具体的な到達目標及び教育内容を定めた。 
目標：介護に対する自分自身の考え方に気付
き、これから行っていきたい介護のイメージ
とその実現について学び考える。介護の中で
生じる高齢者や介護者の気がかりや心配事
を緩和する方法について学び考える。 
到達目標：これからの介護者自身のあり方、
介護の継続、介護の乗り越えとやりがいにつ
いて振り返る。高齢者にとっての心配事の解
消の重要性を知る。高齢者が社会とつながる
力を高める。介護者の心配事が解消できる力
を高める。高齢者の心配事が解消できる介護
の力を高める。 
教育内容：介護の振り返り、心配事の緩和方
法、家族のストレス解消、介護との付き合い。 
教育方法と展開：教育方法はそれぞれの教育
内容に応じた方法を活用して進行した。活用
した教育方法は、「提案」「説明的な介入」「遂
行行動の表示」「自己教示」「参加モデリング」
「象徴モデリング」「リラクゼーション」で
ある。導入部分では「介護者のためのエンハ
ンスメント・プログラム」のねらい及び「心
配事の解消」の目的と、進行について説明す
る。その後、第１の教育内容である介護の振

り返りでは、「あなたと介護について考えて
みましょう」と呼びかけ、介護に対する自分
自身が感じてきたことに気づけるよう、そし
て介護者が内省し自己教示できるようにす
る。第 2 の教育内容である「心配事の緩和方
法」では、｢高齢者がもつ『気がかりや心配
事』を緩和するコツ」について、気がかりや
心配事が起こることについての理解を深め
るとともに、高齢者の話を聴くこと、高齢者
とのコミュニケーションのコツを紹介する。
そのなかでは、介護者の体験を語れるフリー
トークの会話の時間を設け、実際の高齢者と
のコミュニケーションの工夫、実際に今の介
護の中で実践している気がかりや心配事の
工夫が語れるようにする。フリートークでは、
参加が全員語るのではなく、１～２名の介護
者に語ってもらうことで遂行行動の表示が
できるとともに残りの参加者は体験を聴く
ことによって象徴モデリングができるよう
にする。第 3 の教育内容の「家族のストレス
解消」では、「ご家族のストレスも解消しま
しょう」と呼びかけ、介護者のストレス解消
の必要性とその方法を紹介し、リラクゼーシ
ョンを促す体操である「ゆる体操」の実演で
参加モデリングができるようにする。第 4の
教育内容である「介護との付き合い」では、
介護領域の導入部分で「あなたと介護につい
て考えてみましょう」と内省したことを、再
び「心配事の解消」に絞り、介護の乗り越え
とやりがい、これからの介護継続について考
えられるように導く。その後、これからの介
護のイメージについても語れるようにした。
フリートークの場面では参加者全員が内省
できるようにし、数名は語ることで遂行行動
の表示ができるようにした。また、残りの参
加者は他者の介護体験を聴く中で、象徴モデ
リングができ自らのこれからの介護のイメ
ージが描けるようにする。 
 
②食事の介護 
 「食事の介護」では下記のような目標と具
体的な到達目標及び教育内容を定めた。 
目標：介護に対する自分自身の考えに気づき、
これから行っていきたい介護のイメージと
その実現について考える。食事に関する介護
について学び考える。 
到達目標：これからの介護者自身のあり方、
介護の継続、介護の乗り越えとやりがいにつ
いて振り返る。高齢者にとっての食事の重要
性がわかる。介護者の健康と生きる力を高め
る。食事に関する介護力を高める。 
教育内容：介護の振り返り、食事の重要性、
食事の介護方法、介護者の健康維持、介護と
の付き合い。 
教育内容と展開：教育方法はそれぞれの教育
内容に応じた方法を活用して進行した。活用
した教育方法は、「提案」「説明的な介入」「遂



行行動の表示」「自己教示」「参加モデリング」
「象徴モデリング」「リラクゼーション」で
ある。導入部分ではエンハンスメント・プロ
グラムのねらいと及び「食事の介護」の目標
と進行について説明した。その後、第 1 の教
育内容である「介護の振り返り」では、「あ
なたと介護について考えてみましょう」と呼
びかけ、介護に対する自分自身が感じてきた
ことに気づけるよう、そして介護者が内省し
自己教示できるようにする。第 2 の教育内容
である「食事の重要性」では、高齢者にとっ
て食事の重要性について、高齢者の健康と食
事の密接な関係を説明するとともに、それを
支える食事の介護の重要性と食事の介護を
乗り越えていくことへの提案をしている。第
3 の教育内容である「食事の介護方法」では、
食事に関する介護のコツを取り上げ、食事の
介護について a.高齢者の身体へのケアと b.
高齢者の心へのケアという２つに焦点化し、
食事の介護のコツを提案している。そのなか
で、高齢者の身体へのケアを教育内容に、食
事の介護で生じやすい問題として、食摂取量
や水分摂取の不足と嚥下障害について取り
上げ、それぞれについて誘因を説明するとと
もに対処方法を提案した。また、とろみ茶作
りやむせやすい姿勢、飲み込む力を高める嚥
下体操について、参加モデリングができるよ
うにした。さらに、高齢者の心（気持ち）へ
のケアとして食べる意欲を引き出す介護方
法を提案する。 第 4の教育内容である「介
護者の健康維持」では、介護者の健康維持に
も留意しましょうと呼びかけ、介護者に多い
健康トラブルについて身体的・精神的の具体
例をあげ対処方法を提案する。その後、介護
を続けていくためには介護者の健康維持の
重要性について再度振り返り、体験を語れる
フリートークを設けた。フリートークでは、
参加者が実践できる、あるいはこれから取り
入れていけそうな内容を取り上げる。そして
参加者１～２名に実際に行っている健康ト
ラブルを乗り越える方法について遂行行動
の表示をしてもらい、取り入れられそうな方
法について自己教示できるようにかかわる。
また、このときフリートークを聴く他の参加
者は、自らの体験に重ね合わせて象徴モデリ
ングができるようにする。 第 5の教育内容
である「介護との付き合い」では、プログラ
ムの導入部分であった「あなたと介護につい
て考えてみましょう」で内省したことを再び、
で介護の中で感じできたこととして振返り、
そのなかで、「食事の介護」に絞り、介護の
乗り越えとやりがい、これからの介護継続に
ついて考えられるように導く。これらについ
て、参加者がフリートークとして会話できる
ようにした。また、食事の介護における介護
の困難さをどのように乗り越えやりがいを
見出しているかということ、食事の介護をこ

れから考えていく中で、これからの介護のイ
メージについて語れるようにする。ここでの
フリートークについても、参加者全員が内省
できるようにし、そのうち数名が語ることで
遂行行動の表示ができるようにする。また、
このような参加者の介護への考えや介護体
験を聴く中で、象徴モデリングができ介護の
イメージが描けるようにする。 
③暮らしのリズムを整える 
 ｢暮らしのリズムを整える｣では下記のよ
うな目標と具体的な到達目標及び教育内容
を定めた。 
目標：介護に対する自分自身の考えに気づき、
これから行っていきたい介護のイメージと
その実現について学び考える。暮らしのリズ
ムを整えるための日常生活のすごし方につ
いての介護を学び考える。 
到達目標：これからの介護者自身のあり方、
介護の継続、介護の乗り越えとやりがいにつ
いて振り返る。高齢者にとって日常生活の重
要性を知る。介護者の日常生活を整えられる
力を高める。高齢者と社会のつながりを高め
る。高齢者の日常生活のすごし方に関する介
護力を高める。 
教育内容：介護の振り返り、日常生活の介護
方法、高齢者の活動範囲の拡大、家族の日常
生活の整え、介護との付き合い。 
具体的な教育内容：教育方法はそれぞれの教
育内容に応じた方法を活用して進行した。活
用した教育方法は、「提案」「説明的な介入」
「遂行行動の表示」「自己教示」「参加モデリ
ング」「象徴モデリング」「リラクゼーション」
である。導入部分ではエンハンスメント・プ
ログラムのねらい及び「暮らしのリズムを整
える」の目標と進行について説明した。その
後、第 1の教育内容である「介護の振り返り」
では、「あなたと介護について考えてみまし
ょう」と呼びかけ、介護に対する自分自身が
感じてきたことに気づけるよう、参加者が内
省し自己教示できるようにする。第 2の教育
内容である「日常生活のすごし方のコツ」で
は、暮らしのリズムを整えるための日常生活
の介護のコツについて、日常生活のすごし方
の重要性、日常生活を安心して過ごすコツの
２つに焦点化した。日常生活のすごし方の重
要性では、身体と心の両面から介護を考えて
いくこととして、食事・運動・休息のリズム
をつくっていくこと、高齢者の意欲を保つ工
夫について、参加者が遂行行動の表示ができ
るようにする。日常生活を安心して過ごすコ
ツとして、特に、日常生活を安全に安心して
暮らせるために、転倒等の危険を回避する上
での留意点を提案する。また、高齢者に教え
られるための転倒予防体操を紹介し参加モ
デリングできるようにする。日常生活を整え
る介護についてのフリートークでは、これか
らの介護についての自己教示ができるよう



にする。また、フリートークを聴く他の参加
者は、自らの体験に重ね合わせ象徴モデリン
グができるようにする。第 3 の教育内容であ
る「高齢者の活動する範囲を広めましょう」
では、高齢者の活動の傾向や活動範囲を広げ
るための具体的な介護の方法や社会資源に
ついて提案する。これらの内容を踏まえて、
高齢者の活動範囲を広めていくことを語る
フリートークを設けた。参加者１～２名によ
り活動範囲を広めるための疑問やこれから
取り入れてみようと考えていることについ
て自己教示できるようにする。第 4の教育内
容である「ご家族の日常生活も整えましょ
う」では、高齢者の介護だけでなく家族の日
常生活も大切にしておくことの重要性を提
案する。具体的方法として、高齢者との生活
時間のずれをなくしていくように調整し家
族の健康を保つこと、家族だけでなく周囲の
人々や社会に知らせて協力を得やすくして
おくこと、そして、介護者が一人こもらずに
介護者同士の交流を持つ中で心の視野を広
く持てるようになることがある。これらの内
容を踏まえて、家族との日常生活を振り返る
ことをテーマとしたフリートークを設ける。
参加者 1～2 名により、家族との日常生活で
心がけていることについて、日ごろの介護体
験を紹介し遂行行動の表示ができるように
した。また、家族との日常生活の中でこれか
ら取り入れてみようと思うことについて、自
己教示できるようにする。フリートークを聴
く参加者は、これからの介護の中で、家族の
日常生活についても象徴的モデリングがで
きるようにする。第 5の教育内容として「こ
れからの介護を乗り切るために」では、プロ
グラムの導入部分であった「あなたと介護に
ついて考えてみましょう」で内省したことを
再び、介護の中で感じできたこととして振返
る。そのなかで、「暮らしのリズムを整える」
ことに絞り、介護の乗り越えとやりがい、こ
れからの介護継続について考えられるよう
に導き、参加者がフリートークで会話できる
ようにする。ここでは、暮らしのリズムを整
えるため日常生活の介護においての困難さ
をどのように乗り越えやりがいを見出して
いるかということ、暮らしのリズムを整える
日常生活の介護を考えていく中で、これから
の介護のイメージについて語れるようにす
る。このフリートークについても、参加者全
員には内省できるようにし、そのうち数名が
語ることで遂行行動の表示ができるように
する。また、このような参加者の介護への考
えや介護体験を聴く中で、象徴モデリングが
でき自らのこれからの介護のイメージが描
けるようにする。 
 
(3) 「介護者のエンハンスメント・プログラ
ム」におけるファシリテーター養成プログラ

ムの構造 
「介護者のエンハンスメント・プログラ

ム」におけるファシリテーター養成プログラ
ムは 3つの介護領域（「心配事の解消」「食事
の介護」「暮らしのリズムを整える」）ごとで
あり、1 回の所要時間を 3 時間とした。プロ
グラムの実施は講義形式で 1回の看護職の参
加人数は 3 名以下とした。また、「介護者の
エンハンスメント・プログラムのファシリテ
ーター養成プログラム」の概要は以下のとお
りである。 
①介護者についての理解を深める  
②介護者のためのエンハンスメント・プログ
ラムの紹介（介護領域の紹介、介護領域に
おける教育内容と教育方法、介護領域で用
いるスライドの概要と進行、プログラム進
行にあたっての留意点 

③「介護者のエンハンスメント・プログラム」
の対象となる介護者募集と参加手続き 

④看護職が実施した「介護者ためのエンハン
スメント・プログラム」の評価方法  

⑤参加した「介護者のエンハンスメント・プ
ログラムのファシリテーター養成プログ
ラム」の評価のためのインタビュー  

⑥ＤＶＤによる「介護者のエンハンスメン
ト・プログラム」の解説  
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