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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、介護者のエンハンスメント・プログラムの評価を行うことである。
今回は、これまでの介護領域である「心配事の解消」「食事の介護」「暮らしのリズムを整える」に加えて、
「最期の意思を支える」を開発した。全てのプログラムにおいて、看護職を対象としたファシリテーター養成プ
ログラムを開発し実施した。さらに、受講後のプログラム評価のアンケートを開発および洗練化するとともに、
プログラム参加前後、参加2週間後、参加4週間後、参加8週間後にGSES（一般性セルフエフィカシー尺度)、
Zarit介護負担尺度日本語版の短縮版(J-ZBI_8)の調査を実施した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research was to evaluate the enhancement program for 
family caregiver with elderly. In addition to "resolving concerns", " assisting with meals " and "
preparing the rhythm of daily living", we have developed the new caregiving area that "supports the 
last decision". We developed a facilitator training program for all enhancement program for family 
caregiver with elderly. We developed and refined the evaluation questionnaire that is given at the 
end of the program. We also conducted a survey of General Self-Efficacy Scale (GSES), the short 
version of the Japanese version of the Zarit Caregiver Burden Interview (J-ZBI _ 8) before and after
 the program participation, 2, 4, and 8 weeks after participation.

研究分野： 老年看護学
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１．研究開始当初の背景 
2000 年に施行された介護保険制度は、将来

的な高齢社会にまで持続可能な制度改革の

観点から介護報酬の改定が繰り返され、2012

年には 4 回目の改定がされている。しかし、

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

る研究では、介入への示唆にとどまり（森脇，

2009；天谷他，2003；竹内，2003；山下，2003）、

家族介護者を対象としたプログラム開発と

いった介入研究はほとんど取り組まれてい

ない状況が続いている（望月，2005；塩田，

2004）。また、高齢者の家族介護者の負担の

内容として、介護全体のマネジメントの困難

さ、ケアの困難さや介護時間の延長化、高齢

者及び家族関係、世間と介護者との関係、介

護者の心身の健康への影響などがあげられ

ている。これらに加えて、近年、高齢者の終

末期医療の選択の意思決定についても注目

され、高齢者の病状安定期における終末期医

療の選択・意思決定の意識調査や啓蒙活動に

関する取り組みが始められている（佐藤，

2008；鶴若，2009）。その後、2012 年 6 月に

は日本老年医学会より「高齢者ケアの意思決

定プロセスに関するガイドライン 人工的

水分・栄養補給の導入を中心として」が発出

されている。 

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

「介護者のためのエンハンスメント・プログ

ラム」を開発した（藤田，2010）。これは、

介護者の自己効力感を高めることをベース

として、介護能力を高めるとともに、介護行

動への自信を高め、直面する介護の課題に対

処できる能力を育成するものである。育成す

る 4つのスキルは、介護者としての自己を認

め高めていくスキル、介護力を高め健康を維

持促進するスキル、家族・社会と関係を形成

していくスキル、介護方法を状況に合わせて

適用していくスキルとした。これらのスキル

の育成は、社会学習理論（Bandura，1977）

において可能予期の主要な要因の誘導様式

である7つの教育方法により行うものである。

これらは 3つの介護領域として「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、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。 

プログラム終了直後と1週間後の評価では、

介護者は介護技術の獲得と、介護能力のエン

ハンスメントがみられ、「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。しかし、国外で行われているエン

ハンスメント・プログラムでは、参加直後だ

けでなく、数か月後までプログラム効果の持

続が明らかになっているが、本プログラムで

は長期的なプログラム効果については明ら

かにできていない。 

そこで、2011 年度からはプログラム開催の

安定化を図り効果を均一化することと普及

のために、「介護者のためのエンハンスメン

ト・プログラム」ファシリテーターの養成プ

ログラムを開発し取り組んできた。本研究で

は、次の段階として、近年の社会の動きから

新たな介護領域として、病状安定期から考え

る「最期の意思を支える」を開発すること、

実施直後だけでなく長期的な評価を行うこ

とにより、「介護者のためのエンハンスメン

ト・プログラム」が、国外で行われているエ

ンハンスメント・プログラムと同様に、持続

的な効果を持つプログラムであるかを明ら

かにすることが必要である。 

 
２．研究の目的 
本研究の目的は、高齢者の家族介護者の介

護能力を高める「介護者のためのエンハンス

メント・プログラム」の長期的な効果を明ら

かにすることである。 



 
３．研究の方法 

(1)研究対象者 

①「介護者のためのエンハンスメント・プ

ログラム」のファシリテーターを希望

する看護職で、実際に家族介護者をケ

アしており、対象となる高齢者の家族

介護者にプログラムの参加交渉が可

能であるもの 

②高齢者の家族介護者 

(2）「最期の意思を支える」介護領域の開発
および既存のプログラムの洗練化 

既存の介護領域である「心配事の解

消」「食事の介護」「暮らしのリズムを整

える」の洗練化、「最期の意思の支える」

介護領域のプログラム開発およびとフ

ァシリテーター養成プログラムを開発

する。 

(3）ファシリテーター養成研修の実施 

看護職を対象に「介護者のためのエン

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」の集合研修を実

施し、高齢者の家族介護者をケアする看

護職にプログラム運営方法を教育する。 

(4)介護者のためのエンハンスメント・プロ

グラムの実施および評価 

①「介護者のため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」を受講した看護職または研究者

が、日ごろ関わっている高齢者を介護す

る家族介護者 2～4 名を 1 グループとし

て、「介護者のためのエンハンスメン

ト・プログラム」（1 介護領域 70 分）を

実施する。 

②「介護者のためのエンハンスメント・プ

ログラム」の実施直後に、高齢者を介護

する家族介護者に、介護領域の内容につ

いてアンケートを実施する。 

③介護領域を受講した家族介護者には参

加前と参加直後に、GSES（一般性セル

フエフィカシー尺度）、Zarit 介護負担

尺度日本語版の短縮版(J-ZBI_8)への

記入を依頼する。 

④介護領域を受講した2週間後、4週間後、

8 週間後にも、GSES（一般性セルフエフ

ィカシー尺度）、Zarit 介護負担尺度日本

語版の短縮版(J-ZBI_8)への記入を依頼

する。 

 

４．研究成果 

(1)「最期の意思を支える」介護領域の開発

および既存のプログラムの洗練化 

①「最期の意思を支える」介護領域の開発 

 「介護者のエンハンスメント・プログラム」

のプログラム構造に従い、育成するスキルと

到達目標に応じた教育内容を決定し、自己効

力が高まる7つの教育方法を用いて展開でき

るように教育用テキストを作成した。到達目

標は、「高齢者がいずれ迎える最期の時に臨

んでいることを実現させるための「最期の意

思を支える」の介護を学び考える。」ことと

した。介護者のエンハンスメント･プログラ

ムで共通している育成するスキルの教育内

容では、「困難な介護の乗り越え体験や、介

護を行うことのやりがいについて内省する」

「高齢者が望む最期の意思を確かめておく

ことの重要性」「高齢者が望む最期を支えて

いくために必要なこと」「家族が望む高齢者

の最期を考えていくことの重要性」「高齢者

の最期に対する気持ちを理解しながら、実現

化を支援する方法」「高齢者の意思を実現す

るための関係構築と実現化のイメージ」「最

期の意思を支える」のプログラムを振り返り、

「自らの介護への適用を意識化する」「これ

からの介護イメージを表明する」とした。教

育用スライドは 41 枚で構成し所要時間は 70

分間とした。参加モデリングは、高齢者の最

期の意思を聞くことや実現することに関連

した家族での話し合い場面を複数回もうけ、

5回のフリートークを行うこととした。また、

プログラム実施後の内容評価のアンケート



は 13 問で構成し作成した。 

 

②既存のプログラムの洗練化 

 既存の介護領域である「心配事の解消」「食

事の介護」については、内容の修正をしなか

ったが、「暮らしのリズムを整える」につい

ては、提案する介護用品について検討し差し

替えた。 

 

(2) ファシリテーター養成研修 

 ファシリテーター養成研修を3つの研究協

力施設で、看護職 12 名に対して実施した。4

つの介護領域において育成するスキル、教育

内容と教育方法、プログラム参加者の募集方

法とプログラム実施および評価について研

修を行った。全ての介護領域について、講師

用テキストと参加者（家族介護者）用テキス

トを作成し活用した。 

 ファシリテーター養成研修の所要時間は、

1 介護領域につき 3 時間を必要としていた。

しかし、4つの介護領域を1日で行う場合は、

重複する内容もあるため、洗練化し 4時間で

実施可能な進行に修正した。その結果、看護

職の参加者を複数名確保できるようになっ

た。しかし、ファシリテーター養成研修を受

ける看護職とその看護職がケアする家族介

護者の確保を同時に行うことが困難であり、

研究参加者の確保が難しかった。 

最終的に、養成したファシリテーターが行

う各介護領域の家族介護者への実施ではな

く、研究者による家族介護者 4名を対象とし

た介護領域（食事の介護、暮らしのリズムを

整える）の実施により、家族介護者から、参

加前と参加直後、2週間後、4週間後、8週間

後の GSES、J-ZBI_8 の回答を得ることができ

た。 

 

(3) 介護者のためのエンハンスメント・プロ

グラムの実施および評価 

 既存の 3つの介護領域の到達目標の終了時 

アンケートを分析した結果、「心配事の解消」

は他のプログラムに比べ、難しい介護領域で

あると推察された。ただ、各項目の中では、

介護者自身の心配事を緩和する方法につい

ては考えられていた。「食事の介護」「暮らし

のリズムと整える」では高得点であり到達目

標が達成されていた。しかし、全介護領域に

おいて参加直後には全体的な介護への自信

は十分でなく、学んだ提案を新しい介護の方

法として取り入れることについて慎重であ

ることが推察された。  

 

(4)今後の展望 

 日本は本格的な超高齢多死社会を迎えて

いる。超高齢者が増加するに伴い、多くが認

知症を持ちながらの療養になるため、今後は

本研究で開発した「最後の意思を支える」に

加えて、「認知症」をテーマにした介護者の

エンハンスメント・プログラムも開発してい

く予定である。また、本研究の終盤に研究協

力者から家族介護者の紹介が定期的に得ら

れるようになってきているため、今後は対象

者数を増やし、評価の信頼性を高められるよ

うにしたいと考えている。 

 さらに、社会学習理論を基盤とした家族介

護者のエンハンスメント･プログラムは、本

研究以外に国内外でも開発されていない。今

後は、本研究成果の普及と成果の発表を継続

的に行っていきたい。 
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