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家族主介護者の介護負担感に関する実態調査
Investigation into the Main Family Care Giver’
s Sense of Burden When Providing
Nursing Home Care to Those in Need of Medical Care in Ota Ward
田 中 千 賀 子 1）

宮

近

子 1）

郁

野

田

淳

子 2）

稲 村 恵 美 子 3）

Chikako TANAKA 1），Ikuko MIYACHIKA 1） ，Junko NODA 2） ，Emiko INAMURA 3）
ンスまでを、日々の生活を営みながら、しかも誰も代わり

Ⅰ．はじめに

の介護者がいない状況の中で長期間継続せざるをえない家

近年、国の医療制度改革の一つとして在宅医療に重点が
置かれている。その結果、在宅療養者は、医療処置が必要
な状態のまま退院しているのが現状である。介護保険は
「介

族も少なくない」と述べている。そのため、家族主介護者
の心身の休息が取れず疲弊しているではないかと感じた。
訪問看護では、家族が医療処置を行う必要があるため、

護は社会が支える」というスタンスのもと 2000 年に導入

家族への指導や支援が不可欠である。在宅生活を継続する

された。療養者の家族は、介護保険と医療保険のサービス

ためには、療養者と家族を一つの単位として捉え、療養者

を利用しながら在宅で介護をしている。厚生労働省の平成

及び家族の QOL を高める援助を行わなければならない。

22 年国民生活基礎調査の概況

1）

では、65 歳以上の者のい

る世帯は全世帯の 42.6%となっている。

そこで、医療処置を行っている家族主介護者の介護負担感
に関する実態調査を行ったのでここに報告する。

そのうち世帯構造別にみると「夫婦のみの世帯」が

Ⅱ．研究目的

29.9%で最も多く、次いで「単独世帯」24.2%、
「親と未婚
の子のみの世帯」18.5%の順となっている。在宅生活を送っ
ている療養者も高齢化しているのが現状である。

認知症や要介護度の高い療養者の家族介護負担感に関
する研究は行われているが、医療処置を必要としている

我々、訪問看護師が訪問している在宅でも、医療依存度

在宅療養者の現状と介護負担感についての調査に関して

の高い療養者が増えてきている。このような医療依存度の

は、先行研究がなかった。そこで、大田区内で活動して

高い療養者は、医療処置や医療機器の管理が 24 時間必要

いる訪問看護ステーションの協力を得て、医療処置を行っ

である。また、介護者の医療に対する知識や手技の習得が

ている療養者の状況と家族主介護者の介護負担感の現状

必要で、病状の変化に介護者が対応しなければならない。

を明らかにすることを目的とした。

しかも、高齢化による老老介護が増え、高齢の介護者が医

Ⅲ．研究方法

療処置のある療養者を介護している現状がある。介護者自
身も加齢ともに、身体の機能に衰えが生じていくことで、

1．研究期間

平成 22 年 10 月 7 日～平成 22 年 11 月 16 日

介護者は体調に不安を抱えている状況がある。渡辺 は「在

2．研究対象

大田区内の訪問看護ステーション 28 か所

宅でも医療依存度の高いケースが増えていて、例えば、人

を利用し、要介護認定を受け、医療処置の必要な療養者

工呼吸器を装着した療養者の呼吸管理から機器のメンテナ

および介護している主介護者

2）

１）

田園調布医師会立訪問看護ステーション
大森医師会立訪問看護ステーション
３）
山王リハビリ訪問看護ステーション
１）
Visiting Nurse Station Medical Association
２）
Visiting Nurse Station Medical Association
３）
Visiting Nurse Station Rehabili.Sanno
２）

Denenchofu
Omori
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2）分析方法

3．研究方法
1）調査内容

（1）在宅療養者に関する項目（2）家族主介護者に関す

質問紙を表 1 のとおりに作成して、訪問看護師が訪問

る項目（3）家族主介護者の介護負担感に関する項目を

して家族主介護者に直接、無記名で聞き取り調査を行っ

集計した。上記の結果から得られた集計をもとに、医療

た。質問紙内容は、（1）在宅療養者に関する項目（年齢、

処置の中で上位を占めていた胃ろうと吸引の組み合わせ

性別、介護度、医療処置内容）
（2）家族主介護者に関す

をもつ療養者を介護している家族主介護者は、どのよう

る項目（在宅療養者との関係、年齢、性別、通院の有無、

な特性があるか、胃ろうと吸引の組み合わせ以外と比較

医療処置経験年数）（3）家族主介護者の介護負担感に関

した。医療処置の必要な在宅療養者を介護している主介

3）

する項目は、荒井ら 「Zarit 介護負担感尺度日本語版の

護者の介護負担尺度を 5 段階に設定したが、5 段階の評

短縮版 22 項目」を参考に「医療処置の必要な在宅療養者

価では明らかに差がみられなかったため、「全体を通して

を介護している家族主介護者の介護負担尺度 12 項目」を

みると、介護をするということはどれだけ自分の負担に

筆者が設定した。全体を通して介護が自分にどれだけ負

なっていると思いますか」については「全く負担でない

担になっていると思うかの項目を測定する尺度は、全く

群」と「負担に思う群」、それ以外の項目は「思わない群」

負担ではない、多少負担に思う、世間並みの負担だと思

「思う群」のそれぞれ 2 群に分けて比較検討した。さらに、

う、かなりの負担だと思う、非常に大きな負担であるの 5

在宅療養者からみた家族主介護者との関係では、夫婦が

つより選択して評価した。そして、他の項目を測定する

49.1％と約半数を占めていたため、
「夫婦」と「夫婦以外」

尺度は、思わない、たまに思う、時々思う、よく思う、い

の 2 群に分けて、家族主介護者の特性、介護負担尺度の

つも思う、の 5 つより選択して評価した。

うち不安に関する 3 項目ならびに介護を頼める人の有無

表 1   質問紙
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によって、家族主介護者の特性および介護負担感を比較

協力をもって、家族主介護者および在宅療養者からの同

検討した。

意を得られたものとした。聞き取り調査の途中で中止を

4．倫理的配慮

申し出た場合には、中断してもかまわないこと、不利益

本研究は日本看護協会の「看護研究のための倫理指針」

を被ることがないことを説明し、個人が特定されること

に準拠し、家族主介護者には口頭で研究の目的・内容を

がないことを家族主介護者に説明し調査を行った。得ら

説明した。在宅療養者からは直接同意の意思確認が困難

れたデーターはすべて記号化し個人が特定されないよう

であることが想定されたため、家族主介護者からの調査

に配慮した。

表 2   対象者の基本属性

（ｎ＝ 165）
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表3

胃ろうと吸引の組み合わせをもつ療養者と組み合わせ以外の家族主介護者の特性  
（ｎ＝ 165）
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表４ 不安に関する家族主介護者の特性 （ｎ＝ 165）

表 5   
「介護を誰かに任せてしまいたい」に関する家族主介護者の特性 （ｎ＝ 165）
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表６ 「介護を頼める人の有無」に関する家族主介護者の特性 （n=163）
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Ⅳ．結

果
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目では、思わない 62 名（37.6%）、たまに思う 27 名（16.4%）
、
「自分が医療処置を行うことに、不安になったり困った

大田区内の訪問看護ステーション 28 か所のうち 24 か

りしたことがありますか」の項目では、時々思う 40 名

所から質問紙を回収した（有効回収率 85%）
。回収した質

（24.2%）
、思わない 39 名（23.7%）
、
「在宅療養者との生活

問紙は 175 部でそのうち有効回答は 165 部であった。（有

に先の見えない不安を思うことがありますか」の項目で

効回答率 94%）

は、思わない 39 名（23.7%）、たまに思う 35 名（21.2%）
、

1. 在宅療養者と家族主介護者の実態および家族主介護者

「在宅療養者が急変したらどうしたらよいかと不安になる

の介護負担感

ことがありますか」の項目では、時々思う 39 名（23.6%）
、

在宅療養者と家族主介護者の実態は表 2 の通りであっ

いつも思う 36 名（21.8%）、「介護を誰かに任せてしまい

た。年齢では最も多かったのが 80 ～ 89 歳 52 名（31.6%）
、

たいと思うことがありますか」の項目では、思わない 76

70 ～ 79 歳 46 名（27.9%）
、90 歳以上 38 名（23.0%）であっ

名（46.1%）、たまに思う 37 名（22.4%）だった。

た。性別では女性 112 名（67.9%）
、要介護度では要介護 5

家族主介護者が不在時に介護を頼める人は表 2 の通り

が 121 名（73.4%）であった。医療処置内容で最も多かっ

102 名（61.8%）、頼めない人 61 名（37.0%）。頼める人と

たのは、胃ろう 84 名、吸引 65 名、膀胱留置カテーテル 38

の関係では、家族が 96 名、知人 6 名であった。介護を頼

名の順であった。胃ろうと吸引の組み合わせは 52 名いた。

める 102 名の中で、頼める時間は 1 日以上 44 名、数時間

在宅療養者からみた家族主介護者との関係で最も多

37 名、半日以上 13 名、未記入 13 名だった。

かったのは、
夫婦 81 名（49.1%）
、
子 67 名（40.6%）だった。

2. 胃ろうと吸引の組み合わせをもつ療養者と組み合わせ以

家族主介護者の年齢では 60 ～ 69 歳 64 名（38.8%）、70 ～

外の療養者別の家族主介護者の特性および介護負担感

79 歳 36 名（21.8%）
、性別では女性 100 名（60.6%）、現在

胃ろうと吸引の組み合わせをもつ療養者と組み合わせ

通院している家族主介護者は 84 名（50.9%）
、医療処置の

以外の家族主介護者の特性は、表 3 の通りだった。在宅

経験年数は、1 年未満 52 名（31.5%）であった。

療養者の要介護度について、要介護 5 の割合は胃ろうと

医療処置を行っている家族主介護者の介護負担感に関

吸引の組み合わせをもつ療養者が 92.3％、それ以外の組

する 12 項目 5 段階尺度では、表 2 の通り「全体を通し

み合わせでは 64.4％であった。療養者からみた家族主介

てみると介護をするということはどれだけ自分の負担に

護者との関係は、胃ろうと吸引の組み合わせをもつ療養

なっていると思いますか」の項目では、世間並みの負担

者は夫婦が 61.5％、子が 34.6％、それ以外の組み合わせで

だ と 思 う 51 名（30.9 %）
、 か な り の 負 担 だ と 思 う 50 名

は夫婦が 43.3％、子が 43.3％であった。

（30.3%）であった。
「介護のために自分の時間が十分とれ

胃ろうと吸引の組み合わせと、それ以外の組み合わせ

ていないと思いますか」の項目では、いつも思う 44 名

での介護負担感を「全く負担でない群」と「負担に思う群」
、

（26.7%）、時々思う 37 名（22.4%）
、
「介護にこれ以上の時

それ以外の項目は「思わない群」
「思う群」のそれぞれ 2

間は割けないと思うことがありますか」の項目では、い

群に分けて比較すると表 3 の通りであった。胃ろうと吸

つも思う 40 名（24.2%）
、時々思う 35 名（21.2%）、「介護

引の組み合わせとそれ以外の組み合わせでは「負担に思

があるので、自分の社会参加の機会が減ったと思うこと

う」「思う」と全ての項目で上回っていた。

がありますか」の項目では、いつも思う 43 名（26.0%）、

介護を頼める人では、胃ろうと吸引の組み合わせの家

よく思う 42 名（25.5%）
「介護が始まって以来、自分の

族主介護者は「頼める人がいる」が 53.8％、「頼める人が

ペースで生活ができなくなったと思うことがありますか」

いない」46.2％、それ以外の組み合わせでは「頼める人が

の項目では、いつも思う 49 名（29.7%）
、時々思う 38 名

いる」65.4％「頼める人がいない」が 32.8％だった。胃ろ

（23.0%）
、
「介護の他に家事や仕事などもこなしていかな

うと吸引の組み合わせをもつ療養者に比べて「頼める人

ければならず、介護はストレスだなと思うことがありま

がいる」は 11.6％上回っていた。

すか」の項目では、時々思う 38 名（23.0%）
、いつも思う

3. 療養者と家族主介護者の関係別の家族主介護者の特性

37 名（22.4%）、「介護のために体調を崩したと思ったこと

および介護不安

がありますか」の項目では、思わない 41 名（25.0%）、時々

不安に関する 3 項目について、夫婦と夫婦以外の家族

思う 37 名（22.6%）
、
「いまの暮らしを考えれば、介護に

主介護者の特性は表 4 の通りであった。
「医療処置への不

かける金銭的余裕がないと思うことがありますか」の項

安」では、夫婦、夫婦以外の家族主介護者ともに明らか
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本研究では、継続して行う医療処置として調査したた

な特性はなかった。
「先の見えない不安」に対しては、
夫婦のうち女性は「思

めに、胃ろうと吸引が上位を占めていた。このことは、

う」が 55.6％、夫婦以外の女性では 32.3％であった。通

療養者の嚥下機能が低下しており、在宅療養生活では医

院している夫婦は 50.6％、夫婦以外の家族主介護者では

療者の介入が不可欠であると考えた。胃ろうと吸引の組

21.6％不安に思っていた。

み合わせがある療養者は、要介護度 5 と介護に最も手間

「急変への不安」に関しては、夫婦のうち女性は「思う」

がかかる状態であった。家族主介護者は、医療の知識や

が 57.6％夫婦以外の家族主介護者は 40.6％、通院している

手技の習得が必要で病状の変化に対応しなければならな

夫婦が 53.0％、夫婦以外は 33.5％であった。

い。複数の医療処置を行うことは介護に要する時間も長

4. 介護を頼める人の有無別の家族主介護者の特性および

くなると考えられた。

介護負担感

褥瘡は予防手当から創傷管理まで幅広く、訪問看護の

「介護を誰かに任せてしまいたい」について、夫婦と夫
婦以外の家族主介護者の特性は表 5 の通りで明らかな特
性はなかった。「介護を頼める人の有無」に関する家族主

関わるケースは限られているため、上位ではなかったと
考えられた。
本研究で介護負担尺度 12 項目を 5 段階で評価したが、

介護者の特性は表 6 の通りであった。年齢、性別、病気

介護負担感に差がなかった。そのため、医療処置を受け

通院、経験年数では明らかな特性はみられなかった。
「介

ている在宅療養者の家族主介護者の介護負担感を明らか

護を誰かに任せてしまいたい」の項目では、介護を頼め

にするために、本研究で医療処置として多かった胃ろう

る人がいる群の夫婦は「思わない」54.7％、
夫婦以外は「思

と吸引の組み合わせをもつ療養者と胃ろうと吸引以外の

う」53.1％

療養者を対比させて、家族主介護負担感の実態を 2 段階

介護を頼める人がいない群の夫婦は「思う」

評価で分析してみた。胃ろうと吸引の組み合わせをもつ

55.6％、夫婦以外は「思う」58.9％であった。
Ⅴ．考

療養者の方が、負担に思っていた。これは、定期的に行

察

う胃ろう注入と不定期に行う吸引など複数の医療処置に

療養者は 70 歳以上の高齢者が 8 割以上で、療養者は 80

よる時間的な束縛が要因であること、胃ろうと吸引の組

歳から 89 歳をピークに山型をなしていて、家族主介護者

み合わせをもつ療養者の 92.3%が要介護 5 であったことか

は 60 歳から 69 歳が最も多い結果になっていた。平成 22

ら、家族主介護者は介護に要する身体的な負担も大きい

年度大田区高齢者等実態調査報告書概要版

4）

の中で、家

族による介護状況では、自宅で生活している人に家族に

と考えられた。
平成 22 年度大田区高齢者等実態調査報告書概要版 4）で

よる介護状況を尋ねたところ『家族介護を受けている』

は、第 2 号被保険者調査結果から家族による介護状況の

が 90.4%を占めている。主な介護者は、
「配偶者」34.3%が

中で、介護に関する不安・不満としては、
「精神的にスト

もっとも高く、次いで「娘」27.3%、
「息子」13.0%、「息

レスがたまる」74.8%、
「肉体的に疲れる」56.6%と、精神

子の配偶者」11.1%となっている。本研究の介護状況も同

的・身体的負担が上位 2 位となっている。次いで、
「家族

様のことがいえる。

や自分の仕事に影響がある」
「経済的な負担がかさむ」
「自

病気通院している家族主介護者は 50.9%だった。介護者

分の自由な時間がない」が、4 割台で続いている。本研究

も高齢者であり、しかも病気を持ちながら日常的に介護

では、医療処置に対する不安は少なかった。このことは、

と医療処置を担っている家族主介護者が半数を超えてい

訪問看護を利用していることで、医療処置に対して定期

たことがわかり「老老介護」の現状が見えた。

的に家族への相談や手技の確認など適切な指導を受けて

平成 19 年度の東京都訪問看護推進協議会報告書

5）

の内

いる結果と考えられた。

容では、都内全ての訪問看護ステーション（平成 17 年 6

我々は、介護を負担と思っている家族主介護者は、介

月 1 日指定の 521 施設）で訪問看護サービスを利用して

護を誰かに任せたいと考えているのではないかと推測し

いる療養者と家族など 1000 人に対する調査では、医療処

「介護を誰かに任せてしまいたい」に関する家族主介護

置や援助について受けている医療処置は、
「床ずれ手当」

者の特性を分析したが、明らかではなかった。そのため、

が一番多く 32.7%、次いで「たんの吸引」25.5%、
「胃ろう」

本研究で最も多かった家族主介護者である夫婦の実態を

16.8%「痛みの緩和の看護」16.3%、
「膀胱留置カテーテル

分析した。夫婦は介護を負担と思っているが、介護を他

管理」16%である。

の人に任せられないという介護者の気持ちが表れた。一
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方、家族主介護者の協力者として介護を代行してくれる

かに任せたいと思っていなかった。このような家族は、

人は家族と答えていた。このことから、家族主介護者は

他者に頼むことができないことで、疲弊していく危険性

自宅で介護するのは家族の当然の役割と捉えているので

があると考えられた。介護は長期的であり、家族主介護

はないかと考えられた。

者が他者に介護を任せられるような環境をつくっていく

藤田

6）

は「介護負担感を持つ主介護者の“介護に対す

必要があると示唆された。

る見方”は、主介護者が自分なりの介護者役割の果たし

Ⅵ．本研究の限界

方を創りあげていくプロセスにおける、①自分自身にあっ
た満足な介護の場を創造しようとする状態、②介護上の

今回の調査は、訪問看護サービスを利用している療養

満足な意思決定ができずにいる状態をあらわしていたと

者の家族主介護者を限定して行った。大田区内の医療処

いえる。」と述べている。つまり、家族主介護者は、医療

置のある療養者と家族主介護者の介護負担感についても

処置と介護を自分なりの介護スタイルを創りあげて生活

調査していく必要がある。

していることがわかる。また、土居

7）

は、
「従来いわれ

Ⅶ．おわりに

ている日本人の勤勉さは、
『気がすまない』強迫的傾向に
関係があるということができる。日本人はみんな身を粉

今回の研究を通して、大田区内の訪問看護ステーショ

にして働く。むしろそうしないと気がすまないからとい

ンの協力を得て医療処置を行っている在宅療養者と家族

う方が事実に近い、仕事のためには多少の無理をするこ

主介護者の実態を把握することができた。訪問看護師は、

とも厭わない。仕事をするのは、仕事自体のためでなく、

医療処置を行っている家族主介護者の介護の特性を理解

そうしないと気がすまないからである。仕事には限りが

し、個々の介護負担が軽減できるように具体的な方法を

ないから、仕事に追い立てられてゆく、休むことができ

家族に提案し、介護職や医療職・介護支援専門員と連携

ない、
遊ぶこともできない。自分の仕事を人に頼むのは恥。

をはかっていく必要がある。

その上、周囲からの評価を気にする傾向がある。
」と述べ
ている。家族主介護者にとって「介護」は「仕事」と置
き換えて考えることができる。家族主介護者は、介護は
家族の役割と考えて、他者に頼めることができないと推
察された。日本人の特性として自分自身で介護をしなけ
ればならないという強迫観念が、かえって精神的介護負
担を増加かせていると考えた。
本研究で、老老介護であること、胃ろうと吸引が最も
多かったこと、介護を負担と思っていることが明らかに
なった。
森

8）

は「主介護者の精神的健康を良好に保つためには、

要介護者の重度化予防、主介護者の自由時間の確保と生
活習慣を整えるための支援が必要になることが示唆され
た。」と述べている。介護は長期に及ぶことも多く、家族
主介護者の介護負担を軽減するためには、家族主介護者
の自由時間の確保、つまり、介護から解放される時間が
持てる環境を作っていく必要がある。
医療処置を必要としている在宅療養者に対して訪問看護
師は、療養者を重度化させないようにケアを行い、また、
家族主介護者の休息が取れるように介護支援専門員と連携
を図りながらサービスの導入を検討する必要がある。
本研究で、最も多かった家族主介護者である夫婦は、
介護を任せられるのは夫婦以外の家族であり、介護を誰
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