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家族介護者のソーシャルサポート希求態度を規定する要因

城戸由香里'）

﹄日

要

・園田直子2）

家族機能の一つとされる介護機能は，他の集団や組織で代替え可能である副次機能と家族のみが行う本
質機能があるとされる（石井, 2005)。高齢化，少子化，核家族化の進む中，家族介護者の介護負担軽減の

ために，介護サービス，介護者以外の家族や近隣や友人などによる様々な援助が， ソーシャルサポートと
して重要である。ところが，認知症高齢者を在宅で介護する家族介護者は認知症ならではの介護負担感を
抱えているにもかかわらず，介護サービスを全く利用していない介護者がいるという調査報告もある（荒

井， 2002)。一方，一瀬(2001,2004)は周囲への支援要請が消極的であること,Hams (1993)は子供たち
からの援助は限られているとする男性介護者の特性を報告している。
そこで,本研究は介護負担の緩衝手段とされているソーシャルサポートを希求する態度に焦点をあてた。

デイサービスを利用する在宅認知症高齢者を介護する9名の家族介護者に「求められないサポートとその
理由｣，

「求められるサポートとその理由｣，

「その他」について半構造化面接を行った。その結果，

「求めら

れないサポート」としては，男性で「情緒的サポート」が，女性で「直接的サポート」が回答に占める割

合が高く，その理由のカテゴリーでは夫には「サポート提供者への遠慮や不足」嫁や娘からは「サポート
を過去に求め，断られた経験」に基づくものがみられた。また， 「求められるサポート」では男性，女性と

もに「直接的サポート」の占める割合が高く，続柄では，夫と娘に高かった。その理由については夫や嫁
からは家族に比べ，

「専門家のサポート提供者への言いやすさ」が語られ，娘や嫁からは家族やその他の提

供者からも様々なサポートを得ている発言があった。 このように，男女や続柄，過去のサポートに関する
体験など， ソーシャルサポート希求態度を規定する様々な要因があることがわかり，サポート希求に関す
る課題として存在することが示唆された。

キーワード：家族介護，

ソーシャルサポート，希求態度，続柄

と,他の集団や組織で代替え可能な機能一副次的機能一

問題と目的

とがあるとしている。経済企画庁が20歳以上の成人に
対して行った調査（1994）によると，家族機能（情緒

介護機能の担い手と介腫の社会化

高齢化社会を迎えて, 2000年から介護保険法が施行

機能，家事機能，出産・養育機能・介護機能）の中で

された。これまで家族機能に依存してきた高齢者介護

介護機能が最も変化してきたものとして挙げられてい

は少子化や核家族化など社会が様変わりしてきたこと

る。養育と介護機能はどちらも大きくとらえると他者

を受けて，

「介護の社会化｣を図る方略が進められてい

を世話する機能であるが，養育と違って介護には明確

る。石井(2005)は家族機能には他の集団では果たし

な時間的展望や目安を見出すことは一般的に困難であ

得ない家族のみが行うことが出来る機能一本質機能一

り，いったん介護が開始されると，それを止めること
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が困難であること，そのため，介護水準を低下させな

た認知症の問題行動に関連する要因が介護負担感に影

いためには介穫者を含む家族の篭闘や，外部の資源の

響することが推測される。また，荒井(2002)は家族

導入など多くの資源の投入が必要になってくる(石井，

介護者の介護負担の研究において，認知症高齢者の介
護負担憎悪の最大のリスクファクターは認知症の問題

2005）と言われている。

行動であり，介護サービス利用を増加させ，介護者の
ソーシャルサポートとソーシャルサポート・ネットワーク

自由な時間を増やすことで，介護負担を軽減すること

介護に限らず，人に投入される外部の資源として，

を考えたが，要介護者の3割以上が，障害の程度が重

ソーシャルサポートがある｡ソーシャルサポートとは，

度であっても全く介護サービス利用していないことを

Caplan(1974)によって概念化されたものだが，これま

調査で明らかにした。

で様々な定義がされてきたものの，統一された操作的
な定義はいまだ確立されていない（菊島， 2003)。さら

男性介腫者の実態

に，稲葉，浦，南(1987)はソーシャルサポートが生

一瀬(2001,2004)は調査により，在宅認知症高齢を

じる際の送り手と受け手の両者の対人関係の親密性や

介護する60歳以上の男性介護者の介護特性を「①情緒

葛藤の程度， さらにソーシャルサポートの過程にとも

面で強い疲れを感じている男性が6〜7割，在宅介護

なって生じる両者の関係性の変化とソーシャルサポー

の限界を感じている人が4割｡②周囲の人々に対して，
あまり積極的な支援要請を行っていないようである。

トの効果について着眼している。

また，その援助供給源となる対人関係をソーシャル

③男性介護者は女性介護者以上に介護を生き甲斐とし

サポート・ネットワークと呼び，福祉学，社会学，心

て捉えており，介護に対して高い肯定的価値を抱いて

理学などの分野で研究が行われている。田中，兵藤，

いる。④公的福祉サービスの利用状況をみても，男性

田中（2006）は岡山県の60〜80歳高齢者（女性回収数

介護者に比べて女性介護者の方が積極的であることが

283通，男性回収数218通）へ，サポート可能な相手を

うかがえる。⑤男女の介護者を問わず，介護者自身の

ネットワーク構成員とし，人数と関係など質問紙調査

体力低下を訴えている｡」と述べている。このように，

を行っている。その結果，ネットワーク人数には性別

男性介護者は情緒面で高い負担を抱えているにもかか

や居住形態にはよる差は見られなかったが，質的側面

わらず，サポートに対してはあまり積極的でないとさ

には女性は男性に比べ，連絡頻度が高く，被援助度と

れている。Hams(1993)はアルツハイマー型認知症の

満足度が高いネットワークを持っており，より密で支

介護を行う男性介護者(15名）の面接調査より，共通

のテーマとして｢①｢献身｣的な介護｡②社会的孤独・

援的なつながりに囲まれていると述べている。

仲間付き合いの喪失。③対処戦略を持っている（介護
浬知症高齢者の介護負担とその要因

のコントロール，

レスパイトケアの利用，組み立てら

増加していく認知症高齢者の介護は介護負担をより

れた体制）④達成感。⑤男性に対する特別なサービス

困難にさせる要因であることは言うまでもない｡Zaritら

のニード （同じ体験を持つ男性同士で語り合う機会の

(1980)は，介護負担とは， 「親族を介護した結果，介

必要性など)⑥子供たちの援助への限られた期待｡」を

護者が情緒的，身体的健康，社会生活および経済状態

挙げている。

に関して被った被害の程度」であると定義した。米花，
田中，生川，谷亀（2003）は介護負担感尺度を用いた

少子高齢化，核家族化していく社会の中で，認知症

研究の整理を通して，介護負担感に影響を及ぼす諸要

高齢者の家族介護者が介護を継続していくためにはソー

因に関する検討を行った。その結果，共通して介護負

シャルサポートを上手に活用していくことが重要であ

担感に影響があると示唆されている項目が存在すると

る。しかし，そもそも期待するソーシャルサポートを

している。介護負担感を高める要因としては「介穫者

家族介護者が希求することが行われなければ,ソーシャ

の健康状態が悪い」 「要介護者に精神的な問題がある」

ルサポートの活用は始まらない。 これまで，介護負担

「要介護者の精神症状が重い」 「要介護者のADLが低い」

を軽減することを意義として， ソーシャルサポートに

「介護期間が長い」 「介護時間が長い」が挙げられた。

ついては，介護負担感との関係，影響，その要因など

また，介護負担が低くなる要因として挙げられたのは
「介護者が仕事をしている」と「副介護者がいる」で

の研究が存在するが，その希求態度に関する研究は少
ない。

あった。この結果から，精神的問題や精神症状といつ

そこで本研究では， 「認知症高齢者｣を在宅で介護す
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ソーシャルサポート

止できることが可能な旨を説明し,了承を得た上で，

の希求態度に焦点をあてる。まず，第1の目的として，

筆者が協力者の回答を紙面に記録した。面接におけ

半構造化面接を行い,家族介護者がどのようなソーシャ

る主な質問項目は以下の4つであった｡①基本情報；

ルサポートを求められる，あるいは求められないと考
えているのか，求められる，求められないサポートの

表l参照。②介護における求められないサポートと
その理由。③介護における求められるサポートとそ

種類を分類し，整理する。また，それぞれ理由につい

の理由。④その他。なお、面接で使用した語彙につ

ても，サポートの種類ごとに理由をカテゴリーに分類

いて，

する。また，

く，理解しがたい可能性があるため， 「サポート」あ

もう一つの目的として，それぞれのカテ

ゴリーごとに発言者の性別，続柄の比較を行い，

ソー

るいは「支援」と置き換えて面接を行った。

シャルサポートをうまく活用できる支援の在り方を探

3）分析方法

半構造化面接による回答の文脈を参考にしながら，

る知見を得ようとするものである。

方

「ソーシャルサポート｣が協力者のなじみが薄

発言内容を1枚ずつのカードにした（以下発言カー

法

ドと呼ぶ)。分類については，より細かく見ることを
目的に項目数の多い田中・兵藤・田中（2002）の分

1）協力者

認知症在宅高齢者を介護するC市,Y市のAデイサー

類(｢情緒的サポート」 「交友的サポート」 「直接的道

ビスまたはBデイサービスを利用する家族介護者に各デ

具サポート」 「周辺的道具サポート」 「情報的サポー

イサービス相談員より協力を依頼し，同意を求められ

ト｣）を採用し，筆者が「経済的サポート」を加え，

た10名が協力候補者となった。再度，各々に筆者が研

さらに複数のサポートが混在しているなど，回答者

究の趣旨を口頭にて説明した。そのうち1名（体調不良

がどのサポートか分からない場合を「その他」とし

の理由による）を除く9名が協力者となった（内訳は表

た。それぞれのサポートの定義は田中らに習い，以

1）。

下のようにした。

2）面

・情緒的サポート （以下，

接

面接期間は平成28年10月〜1 1月，面接回数は各々

・交友的サポート： （以下，

1回約60分であった。面接場所は各協力者の希望に

より，

5名が自宅訪問，

「情緒的｣） ：

心配事や愚痴を聴き，励ましてくれる。

4名が利用デイサービス面

「交友的｣） ：

趣味や興味のあることを一緒に話して，気分転換

談室（個室）にて行った。面接で話された内容は研

させてくれる。

究以外で使用しないこと，協力者の希望で面接を中

表1基本情報と介護状況

67

72
61
78
77
56
69
56

69

同居

無

同居

無

同居

妻､娘

同居

無

同居

息子夫婦､孫
夫､息子
息子
夫､息子
夫､息子夫婦､孫

別居
同居

同居
同居

高高高中中中低高中

男性
男性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性

中中中中軽中軽軽中

性別年齢関係1）篦知症状態2）居住状態3）介護者の同居人4）介腫負担感5）

夫夫蒔妻妻娘娘嫁嫁

１２３４５６７８９

ID

1)関係:被介護者に対しての関係
2)混知症状態:介護者の被介護者の認知症に関する主観的罷知症の程度(重度･中度･軽度）
3)居住状態:介護者と被介護者の居住状態
4)介護者の同居人:介瞳者との同居家族の有無や内容
5)介護負担感:介謹者の介護負担感を図る目的でZar忙介護負担感尺度を用いた。
「全体を通してみると､介腫をするということはどれくらい自分の負担になっていると思いますか｡」
という質問に対する答えで低・中・高に分類した(以下の通り）
低・｢全く負担でない｣、「多少」
中･｢世間並」
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･直接的道具サポート （以下， 「直接的｣） ：

結

代わって，介護・留守番をしてくれる。
･周辺的道具サポート （以下，

1）発官カードの作成

「周辺的｣） ：

発言を分類し，得られたカードは全部で97枚であっ

買い物や用事をしてくれる。

･情報的サポート （以下，

た（以下，発言カードと呼ぶ)。そのうち男性が47枚，

『情報的｣） ：

女性が50枚であった｡一つの発言で｢○○に愚痴を言っ

介護や福祉サービスに関する情報を教えてくれる。
･経済的サポート （以下，

果

たり，情報を聞いたりする｡」といった複数のサポート

「経済的｣） ：

が語られた場合は2枚のカードに分けた。以下， 「求め

金銭や物品の援助をしてくれる。

られないソーシャルサポート｣を｢希求不可サポート｣，

「求められるソーシャルサポート｣を｢希求可能サポー

まず，それぞれのカードが「情緒的」 「交友的」 「直
接的」 「周辺的」 「情報的」 「経済的」 「その他」のどの

ト」と呼ぶ。

サポートに関する内容かを判定し，分類した。さらに

2）ソーシャルサポートの項目について
1）の発言カードをサポート別に集計し，下記の

男女別，続柄別（夫，息子，妻，娘，嫁）に出現数の

ように整理した。

集計を行った。

①サポート別発言カード数の男女比較（表2）
「希求不可サポート」と「希求可能サポート」に

次に，心理学後期博士課程在学の大学院院生3名に
より 「求められないソーシャルサポートとその理由」
と「求められるソーシャルサポートとその理由」のそ

ついて

②サポート別発言カード数の続柄比較（表3）

れぞれのカードより,KJ法を用いてカテゴリー分けを

「希求不可サポート」と「希求可能サポート」に

行った。

ついて

表2男女別｢希求不可サポート｣と｢希求可能サポート｣発言カード数一覧（枚）
ｊ
名

く６６３㈹４３０２

女

性

ｊ
名

く３３２７０１０１

経済的

希求可能サポート

性
男

情報的

１
名

周辺的

く６２０掴３１２１

直接的

女

交友的

性

情緒的

ｊ
名

く
性
男

３２１０４１４０枢

希求不可サポート

その他
合計
平均/−人

33

22

14

28

11．0

3.7

4．7

4.7

(n=97)

1） ：｢求められないサポート｣を希求不可サポートと表示
2)：｢求められるサポート｣を希求可能サポートと表示
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表3続柄別｢求められないサポート｣と｢求められるサポート｣発言カード数一覧（枚）
希求可能サポート2）

希求不可サポート1）

情緒的
交友的
直接的
周辺的

情報的
経済的

息子(1人）妻(2人）

５０２０４０６

夫(2人）

嫁(2人）

0

0

1

2

1

2

3

0

0

0

0

2

0

1

0

2

2

4

4

5

6

1

1

3

6

1

2

1

0

0

0

1

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

0

1

0

1

0

1

0

1

9

7

5

7

4．5

3．5

2．5

3．5

5．5

１

8．5

11

６８

平均/一人

娘(2人）

2

３３

17

息子(1人）妻(2人）

夫(2人）

６３

合計

嫁(2人）

7

６６
１１

その他

娘(2人）

1） ：｢求められないサポート｣を希求不可サポートと表示

(n=97)

2) ：｢求められるサポート｣を希求可能サポートと表示

（2）＜近隣の中で感じる孤立感＞からは「近隣の態

3)KJ法によるサポート希求態度における理由のカ

度の変化｣，

テゴリー分け

「今までしてきたことへの見返りがな

「希求不可サポートとその理由」と「希求可能サポー

い失望感｣の2つの下位カテゴリーが得られた。 「近

トとその理由」のそれぞれの発言カードについて,KJ

隣の態度の変化」では被介護者が認知症であるこ

法を用いてカテゴリー分けを行った｡その結果， 「希求

とから，介護者が前に比べ，近隣の人たちが距離

不可サポートとその理由」 （表4)では，

を置いていると感じていること， 「今までしてきた

（1）＜サポー

ことへの見返りがない失望感」では，今まで近隣

ト提供者への遠慮＞・ （2）＜近隣の中で感じる孤立感＞・
（3）＜サポート提供者の不足感＞・ （4）＜過去にサ

に住む介護者たちをサポートしてきたにもかかわ

ポートを断られた経験＞・ （5）＜経済的不安感＞の5

らず， 自分が介護者になると近隣の人はサポート

つのカテゴリーが， 「希求可能サポートとその理由」 （表
5）では，

してはくれないという失望感が語られた。

（3）＜サポート提供者の不足感＞では「具体的提供

（6）＜サポート提供者への言いやすさ＞・

（7）＜近隣への親密感＞・ （8）＜サポート提供者の

者の不足感」と「ピアサポートの不足感」の2つの

充足感＞・ （9）＜未来に対する期待感＞の4つのカテ

下位カテゴリーが得られた。 「具体的提供者の不足

ゴリーが見出された。さらに，その中には下位カテゴ

感」ではサポートを求めたいと思っても誰に求め

リーが得られたものもあった。詳しくは表4，表5に

るのか提供者が思い浮かばないこと， 「ピアサポー

示す。それぞれの表の発言例には個人が特定されない

トの不足感」では気軽に介護の苦労を話せたり，

よう被介護者を。◎，家族や友人を○○の記号で表し

ちょっとしたことでも情報交換ができるのは介護
仲間であるという期待感が見られた。

ている。

（4）＜過去にサポートを断られた経験＞からは「サ
ポートを拒否された経験」と「期待外れのサポー

｢希求不可サポート」について
（1）＜サポート提供者への遠慮＞からはサポートの

トの経験｣の2つの下位カテゴリーを得た。 「サポー

「別居家族へ

トを拒絶された経験」からは介護者が入院などで

の遠慮｣， 「専門家への遠慮｣の3つの下位カテゴリー

物理的に介護ができない状況下で求めたサポート

が得られた。 「同居家族への遠慮」では，介護者自

を拒否された経験から二度と人には頼みたくない

提供者による「同居家族への遠慮｣，

身が他の同居家族全員が介護負担感を強く感じて

と思っている語り，

いて，サポートを求めるどころではない状態であ

者が求めている内容の個別的な配慮がなく，一般

「期待外れのサポート｣は介護

ると感じていること，

「別居家族への遠慮｣からは

的な回答がされたときの失望感の語りが見出され

結婚して別の家族を得た息子や娘に心配をかけた

た。ちなみに「サポートを拒否された経験」では，

「専門家へ

専門家（ケアマネジャー）が介護者に代わって被

の遠慮」からは仕事として介護のお世話を自分以

介護者を介護する一時入所施設を世話してくれた

外にも担っていることへの語りが見られた。

こと，

くない,あるいはかけられない気持ち，
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「期待外れのサポート｣では介護仲間が個別

家族介護者のソーシャルサポート希求態度を規定する要因

的な配慮を行いサポートしてくれたことなど「求

慮のなさ」には，得られにくい家族や友人へ求め

められるサポート」へとこの項目が移行していく

るサポートと比較すると，専門家へのサポートは

経緯が見られた。

求め易いとの発言であった。

（5）＜経済的不安＞からは現在は介護保険の制度上，

（7）＜近隣への親密感＞では家族が認知症になった

介護にかかる経費がケアマネージャの試算を元に

ことを介護者が隠さず近隣に話したことで，家族

行われていることが一般的であるが，被介護者が

の介護を理解し,手伝ってくれる近隣からのサポー

重度化した時は，他の家族や友人，専門家に経済

トが自分の期待以上に行われていると感じている

的サポート要請はしないため，

発言が見られた。

自分で何とか介護

していくしかないという介護者の意志が語られた。

（8）＜サポート提供者の充実感＞からは，同居の家
族から得られる「家族からのサポート充実感｣，愚

｢希求可能サポート」について

痴を言うと共感してくれる「介護仲間の存在｣，同

（6）＜サポート提供者への言いやすさ＞からはいず

じ趣味を持った仲間から気分転換のサポートを受

れも，専門家を提供者とした「経験から得た信頼

けられる「その他の仲間の存在｣，専門家から適切

感｣，

なサポートが現在うけられていることから，今後

「未来の期待感」そして「遠慮のなさ」の3

つの下位カテゴリーを得た。 「経験から得た信頼感」

も得られると感じている「専門家のサポート充足

は過去に何らかの理由により得られなかったサポー

感」の4つの下位カテゴリーを得た。

トの代替えとして行われ，

うまくいった経験によ

(9)＜未来に対する期待感＞では，

「今まで介護者が

る信頼感が語られた。 「未来への期待感｣は今まで

一人で背負ってきたのだから，介護者に何かあっ

介護者が一人で背負ってきたので，

たら，他の家族がしてくれるはず｡」という経験に

継続不可能になった場合は，

自分が介護を

基づかない期待感が語られた。

自分の代わりに専門

家がしてくれるだろうという期待感が見られた。 「遠

表4 「希求不可サポート｣理由のカテゴリー
振念

下位カテゴリー

定義

発言例

サポート名

続柄

サポート提供者が求められない
状況であると判断している。

家族に介凪も助けてもらいたいし､凪宙
もいいたいけれど、そんな状態(家族自

情緒的

息子

他のサポートがあるためそれ以
上は欲求しない。

(同居の)00は介■はしてくれない．け
ど頁い物はしてくれるからね．

直接的

娘

直接的

夫

情緒的

夫

同居家族への遠慮

身の家族負担感が■<)じゃない．

(1)サポート提供者への遠慮
別居家族への遠慮

サポート提供者へ心配かけたく (別居の)王磁は近くにすんでるけど、
働いてるし､子冑ても忙しいから､介腹
ないという気遺い。
の事は頼まない．

専門家への遠庖

自分ばかり迷感かけられない．
他の仕事もある人だ。

ケアマネも他の人の世鱈もしているのだ

から､イライラすることをわざわざ■賭し
てまで世賭にはなれない．

近隣の態度が変化

家族が腿知症であることから孤 近所との関係は変わらないが､Qの腿
知症を知っているので距離を匠かれて
立感を感じる。
いるような気がする．

不明

夫

今までしてきたこと
への見返りがない失望感

今まで近所に尽くしたのに自分 料理が好きだから昔はいっぱい作って
が受ける立増になったら助けて 近所に丘ってたのに、いざ介■してる
となると雄も何も持ってこない．
<れない。

周辺的

娘

具体的提供者の不足感

雄に相眼してよいか思い浮かば
ない。

不明

息子

ピアサポートの不足感

小さな悩みでも遠慮なくお互い
賭し合える介腰仲間がいない。

不明

夫

直接的

嫁

情報的

嫁

経済

妻

(2)近隣の中で感じる孤立感

助けてほしいと思ったが雄も恩いつかな
い・

(3)サポート提供者の不足感

サポートを求めたが相手から拒
サポートを拒否された経験
(4)過去にサポートを
断られた経験

期待外れのサポートの
経験

(5)経済的不安

将来への経済的不安感

否されたなどの経験から2度と

は頼まないと考えている。
サポートを求めた相手から期待
通りのサポートが得られなかつ
た経験．
今あるお金でやりくりして、将来
もお金のことは自分でやってい
こうという決意。
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介腫仲閣がほしい.いない

自分が入院の時に(別居の)介眼を一
人暮らしのOに鞭んだ.私は嫁で○は
自分の母鰻なのに断られた．
福祉用品はケアマネに聞いたら、品質

はいいかもしれないけど笛段が高かっ
た.それ以来、ケアマネには聞かない．
もっと被介腫者が■度になったら、家で
最期までと思っている.施股に入れたら
お金かかるでしょうが(他は払わん)．
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表5 「希求可能サポート｣理由のカテゴリー
サポート名

続柄

直接的

嫁

直接的

夫

憤緒的

息子

その他

妻

周辺的

娘

介唖の事はちょっとしたことでも 宗教の仲間で介瞳している人に
愚痴を言ったり、情報交換でき 介瞳用品の安いものを教えても
る介腰仲間がいる。
らつ、

情報的

嫁

その他の仲間の存在

○o仲間がいる。oQをしてい
趣味などを通して気分転換がで
るときは
きる仲間がいる。
気分転換できる。

交友的

夫

専門家のサポート充足感

デイサービスがあるからその間
現在利用している介腹サービス
に頁い物や用事ができるから助
で自分の生活が助かっている。
かる・

直接的

妻

経験のないサポート期待感

今は何とかするが自分が介眼
頼んだことはないがどうしてもの
できなくなったら頼めると思う家
時はQに級もうと思う．
族がいる。

直接的

夫

概念

下位カテゴリー

発言例

定載

過去に期待通りあるいは期待
専門家への経験から得た慣頼感 以上のサポートが得られた経
験

自分の入院中の●の介煙を○
に断られたのでケアマネが全て
してくれて助かった。
自分がもし救急車で連ばれた

(6)サポート提供者への言いやすさ

未来への期待感

将来必要になるサポートは専門 ら、自分がこの家にいなくなった
らホームに入れるべきだと決心
家に頼める．
I

専門家への遠慮なさ

(7)近隣への親密感

専門 家には他の人より遠慮しな
い。

ナー

ケアマネやデイサーピスの轍員
さんに頼んだり、愚痴を言う卒に
はハードルはない。

近隣への慣頼感と期待感

家族が麗知症であることを近瞬 近所の人に『○は腿知症｣と隠
にオープンに鯖したことで近隣 さず言ってからは皆が助けてく
れる
が助けてくれる。

家族からのサポート充足感

同居の家族が自分を気遺いサ
ポートをしてくれる。

月晒から金屋までは昼間◎の
面倒を見るので土日は(同居

の)QかQがご鈑を＠のところ
へ■んでくれろ‐

介護仲間の存在

ー−

(8)サポート提供者の充足感

(9)未来に対する期待感

考

歳から60歳台までの介護世代がいずれも最も望ましい

察

介護方法としては，公的サービスを利用して家族介護

結果で得られたそれぞれのカード数の合計は「希求

を行う事とし，それに対して70歳以上の高齢者は，家

不可サポート」55枚， 「希求可能サポート」42枚であっ

族のみによる在宅での介護を最も望ましい介護と評価

た。男女別に内容をみてみると，

し，公的サービスを用いて介護を行う考え方には低い

「希求不可サポート」

においては，男性では情緒的サポートが高く，女性で

評価を行い，

は直接的道具サポートが高かった。それとは逆に「希

明らかにした。さらに, 70歳以上の年代は家族の中で

ここに世代間に有意なズレがあることを

求可能サポート」において，男性は直接的道具サポー

介護を当たり前のこととして行われていることを体験

トが高かった。さらに属性から見ていくと，夫や息子

し，社会福祉に対しては貧困層のための救済的な措置

の発言では「希求不可サポート」の中で情緒的サポー

として受け取る意識の中で育ったことがこのような希

トの割合が高く，嫁では「直接的道具サポート」が高

求態度の違いに影響している可能性があると述べてい

かった。また,KJ法から得られたカテゴリーの中には，

る。本研究の協力者のうち，夫や妻はこの70歳代以上

「サポート提供者への遠慮」と「サポート提供者への
言いやすさ｣，
の親密感｣，

「近隣の中で感じる孤立感」と「近隣へ

に属することから，その背景が回答に反映したとも推
測される。

「サポート提供者の不足」と「サポート提

米花ら（2003）は，介護負担感に関する研究を整理

供者の充足感」など「希求不可サポート」の理由と「希

し,介護負担感が低くなる要因として，

「介護者が仕事

求可能サポート」の理由の両方に類似した項目が相反

をしている」と「副介護者がいる」を挙げている。退

して出現していることもある。そこでそれぞれのカー

職を迎え，その後，妻を介護する夫婦二人の世帯では

ドの発言者に目を向けると，属性に特徴がみられた。

その両方の要因を持たないことがソーシャルサポート

この理由に関して石井(2005)は，高齢者への介護

意識に関する実証的研究を行っている。その中で， 20

希求態度に影響する可能性も考えられる。一般的に，
仕事をしている男性は，家庭にいる女性より，近隣と
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家族介護者のソーシャルサポート希求態度を規定する要因

また，

の関係が希薄であることが想像される。そこで，在職

「希求可能サポート」では，介護者に被介護者

中関係が希薄であった近隣へ，夫がソーシャルサポー

以外の家族が同居している場合，

トを求めにくいことは考えられる。

を得ているようで， 「直接的道具サポート｣はないもの

自然に「副介護者」

の， 「周辺的道具サポート」 「情緒的サポート」などを

夫の「希求不可サポートとその理由」の発言カード
を見てみると，他者に迷惑をかけることを遠慮して，

受けていると想像できる。ただし，介護負担が介護者

求めることをしなかったり，求める相手が家族，今い

だけでなく，他の同居家族にも重く感じられている場

る友人，介護の専門家ではない他の誰か（介護仲間）

合は，同居家族からの負担が介護者にとっては重く感

に求めたいと感じたり，そもそも相談相手が思い浮か

じられて，それが「希求不可サポート」へ繋がる逆の

ばないとしている。石井の述べている，生きてきた時

ケースも存在した。

代の背景が理由に感じられる。また，野口(1991)は

回答の中で，同じ宗教を信じる介護仲間への信頼感

高齢者調査にて，男性がサポートによって自尊心が傷

がうかがえる回答があった。平成23年に社団法人全国

つく可能性がより高く，サポートのネガティブな効果

国民健康保険診療施設協議会が行った「家族介護者の

がポジティブな効果を相殺する可能性があると指摘し

実態と支援方策に関する調査研究事業報告書」のク

ている。更に，夫たちのカードに出現した「介護仲間」

ロス集計で「地域との関わりあい」の男女比較がされ

に求めているのは， 「サポート｣そのものというよりは

ている。介護者の地域との関わり合いと介護者の介護

「情緒的一体感」であるというのも一つの解釈と言え

負担感について，男女ともに「お寺の住職教会の牧

る。浅川・古谷・安藤・児玉(1999)は「高齢者の社

師等｣の宗教者とのかかわりを持つ者で負担感が低かっ

会関係の構造と量の研究」において，在宅高齢者の調

た。この結果は，本研究における「サポート提供者の

査を行った。その結果，高齢者と他者との一対一の関

充足感」に分類されたサポート希求態度とも関係する

係を単位とする分析により，高齢者の社会を構成する

可能性がある。

ソーシャルサポートネットワークの機能の供給と代

「サポート」と「情緒的一体感」のいう2つの次元が
抽出され，

替性についての研究においてはCantor(1979)の「階層

さらに「情緒的一体感」がより基礎的な次

的補完モデル」とLitwak(1985)の「課題特定モデル」

元であると考えられるとしている。

また,夫の,ソーシャルサポートの構成員を示すソー

がある。 「階層的補完モデル｣とは構造的機能主義の立

シャルサポートネットワークの視点から考えると，兵

場からソーシャルサポートネットワークをとらえよう

藤・田中・田中(1998)は個人の有する私的サポート

とするもので，夫婦関係や親子関係の中で本来充足さ

資源を活用するには，

れるような機能が,何らかの理由で充足されない場合，

ソーシャルネットワークの規模

が高齢化と共に縮小化し，限界が生じてくると指摘し

その機能を果たすための関係として，次に近い関係，

ていることがあてはまる。兵藤らはそのために，それ

そのまた次に近い関係と，順に選択されていくとみる

らの機能を代替する公的なサポート （公的機関から提

もので,Cantorはこの考え方を高齢者のネットワークに

供される物質的，心理的サービスをいう）が必要と考

当てはめて，高齢者は配偶者，子供，兄弟，親族，友

えられるとしている。

人，近隣，公的組織という階層に従ってサポート供給
源を選択し，不可能ならば次点のカテゴリーが補完的

一方，嫁の「希求不可サポート」の中では「直接的
道具サポート」の割合が高かった。嫁は介護そのもの

にサポートすると仮説した。これに対して,Litwakの課

を時々変わってくれる「直接的道具サポート」を求め

題特定モデルとは，個々の課題で求められるサポート

てはいるが，たいていは介護サービスやそれにかかる

の性質も異なるため，あるサポートと適合性の高い社

金銭的決定権は夫（被介護者の息子）やその兄弟に委

会的カテゴリーの人々が，そのサポートを提供しやす

ねられていることがその理由の背景にある可能性が考

いとする考え方である。この発想の背景には，現代社

えられる。 「直接的道具サポート」については，サポー

会の家族機能は核家族中心の大衆家族でその機能は解

ト希求先とサポート提供者として期待していた家族か

体したとする見方に対抗して，たとえ別居しても機能

らサポートを得られなかった場合，介護の専門家へ希

的には拡大家族の絆がむすばれているという考え方が

ここには経済

ある。Litwakは高齢者研究にこの仮説を用いて，夫婦，

的負担（介護サービスを利用すること）が発生すると

親子，兄弟,近所，友人など，それぞれの関係にはそ

予測されることから，金銭の問題抜きでは容易に希求

れぞれ固有の課題があるのだと述べ，サポートの分化

できないハードルがある。

を想定している。ここでは特定の人々が特定のサポー

求先を変更している回答が見られたが，
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卜を効果的に授けているとみるので，全てのサポート
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Factorsrelatedtotheattitudestowardsocialsupportseekingbyfamilycaregivers
YuKARIKIm(Graija彪父hooﾉof均虻力om',

umme肋八℃Isjb'）

NAoKoSoNoDA(…"menrofky℃ho"',"cuﾉ〃ofLireraruIP,

umme(LTiver答jり'）

Abstract

Thepurposeof thissiudywasIocollecl thefactorsrelatedtotheattitudes,whenfamilycaregiversseekfOrsocial
SupmnS・Ninefamilycaregiverswholakecareofdementiaelderlypersonsathomewere interviewed.Thequestions

wereamut l) thesocialsupmrts)･oucanno(seekfOrandthosereasons (called..unablesuppons''and"unablereasons')
and2) thesocialsupporIsyoucanseekforandthosereasons (called"ablesupmns'' and..ablereasong).First
wecalegorizedtheresullsansweredaboutsupportsinto6socialsupport types ("A. emotional suppon", "B.
companionshipsupport'', @.C. direct instnlmentalsuppon",..D, indirect instrumenlal suppon'',,@E, i㎡onnatiOnal
support'', @.F,economicalsupport'').NexIKImethodwasemployedtoanalyzetheresultsmentionedabout thereasons.

Wegot 5"unablereasons'' categorized.Thosewerenamedas @CHesitationtothesocial supportgivers'', .@Isolation
amongneighborhood'' ,''Lackofsocial supportgivers", "Experiencestheyhadkenrefusedbysocialsuppongivers",
"Anxietyformoney''. In,@ablereasons''wegot 4categorizedgoup.Theywerenamed.,Affabilitytosocial
supporters'', ''CIosefeelingtoneighborhood'',''Satisfactiontosocialsupportgivers'',''Expectationinthefuture''.
Inthestudywefoundthefactorsanddifferencesofcaregivers. attimdesfOrsupmrtseekingandmoreresearchesfOr
socialsupportseekingareobliged.

Keywords:Familycaregiver, attiludetowardmcialsupmrtseeking, familyrelationshipsFcificity
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