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在宅における高齢介護者のコーピング(対処)
一高齢夫婦を対象としてー

森田愛子*1 

CopIng at home Elderly care-giver caring for elderly spouse 

Aiko MORITA 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the coping and related factors in 11 elderly care givers， who 

had nursed their spouses for over 4 years at home， through interviews. 

The care process consisted of four phases: the onset of disease， and before， during and after the initiation 

of home care. At the onset of disease in the husband or wife， the spouse generally felt either strong 

devotion for or felt pity for the patient， or felt threatened by the disease. Then， before the start of home 

nursing， the care-giving spouse usually had feelings of devotion， confusion or resignation. During the 

initiation of care， the healthy spouse fell into two categories: those who took action decisively and those 

who let things take their course. After nursing had started， the care giver coped with the difficult 

situation in one of two ways. One， a positive approach， the health spouse regarded nursing as easy and 

rewarding， felt privileged to be the care giver and tried to improve the situation by continuing to enjoy 

life. Conversely， some care givers coped in a negative way， viewing the situation as an unfortunate fate， 

and carried out care-taking mechanically， or by praising himselfjherself too much or by behaving with 

excessive buoyance. 

The ability to cope was highly affected by the nature of the husband幽 wiferelationship. "Cooperative" 

couples tended to accept the situation rationally and the role of care giver positively; however， suddenly 

losing their motivation to care for their spouse does occur， and， thus， support networks are needed. On 

the other hand， "dependent" couples were unlikely to easily accept the situation and may require intensive 

support. "Dysfunctional" couples showed a tendency towards mechanical care taking or quitting 

altogether， so consideration must be made as to whether home care is appropriate in such situations. 

Key Words elderly care giver， care process ， coping， home care nursing， husband-wife relationship. 
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諸言

平成 6年度に行なわれた厚生省人口問題研究

所の試算によると，西暦2000年には我が国では

高齢者のいる世帯は4500万世帯となり，そのう

ちの約40%が高齢者のみの世帯であるとされて

いる O その上核家族化，少子化がすすみ，家族

による介護力の低下など，高齢社会の到来は避

けることの出来ない多くの問題をかかえている O

こうしたなかで，国においては， 1989年12月に

「高齢者保健福祉推進十カ年戦略(ゴールドプ

* 1 看護学科

ラン)Jが定められ，また， 1990年 6月には老

人福祉法等が改正され，保健福祉サービスを計

画的かつ総合的に実施できるように，都道府県

及び市町村に老人福祉計画の作成が義務づけら

れ， 1993年 4月から施行された。さらに， 1994 

年には新たに定められた「新ゴールドプランJ
では， rゴールドプランJにおけるサービスの

目標量等の見直しが行われ，在宅における看護

の必要性が急速に高まっていることから，訪問

看護ステーションの目標量を1999年度までに
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5000カ所と設定している o 1994年12月現在の訪

問看護ステーションの開設は1090カ所(厚生省)

である O

訪問看護は，主として，よりよく生き，より

よき死を高齢者とその家族が迎えられるように

支援する活動であるが，家族による介護は，主

観的，客観的な多数の因子が互いに影響を及ぼ

し合いながら，経時的に展開するダイナミック

スであり，訪問看護の対象である諸現象は，複

雑性と多様性に富み，法則性などが求めにくい

分野である O

今回は，健康障害をもちながら長期間の在宅

生活を継続している高齢夫婦を対象として，在

宅介護開始から現在に至るまで(以下介護過程

とする)，高齢介護者(以下介護者とする)は

介護についてどのように感じ，複雑かつ多様な

状況の変化に，どのように対応し，継続という

結果に至っているのか，つまり，介護者のコー

ピングについて探索することにより，訪問看護

の対象である諸現象を解明する手がかりをつか

もうとするものである O

心理的ストレスやコーピングの概念が，人間

行動を記述する概念として不可欠なものである

ということはもはや異論のないところであるが，

近年， Lazarusの対処理論1)の適応が高齢者の

在宅介護場面に試みられるようになってきた。

Lazarusの主張は，脅威となるものの価値を規

定するのは人間側の主観的事実であるとするも

ので，認知的評価をストレス過程の中に取り入

れたところに特徴があるといわれている(図 1) 0 

「評価とは，ある人にとって，ある出来事がど

んな意味をもつかによっての解釈の仕方をいい，

コーピングとは，負荷をもたらす，もしくは個々

のあらゆる資源の範囲を超えたものとして評定

された特定の外的・内的な要求に対応するため

になされ，それは絶えず変動する認知的・行動

的な努力であるJ2)と定義している O また，

Lazarus :3)は，対処行動には情動中心型対処

と問題解決型対処があり，情動中心型対処とは，

状況を変化させないで、感情あるいは苦痛を調整

するためになされるものであり，一方問題解決

型対処とは、苦痛の原因である問題をうまく処

理し状況を変化させるものであるとしている O

痴呆性老人の配偶者を対象とした Borden4) 

の対処行動に関する研究によると， I友人から

のサポート認知は問題解決型対処を促進すると

ともに，願望思考的な解釈に関わる対処を抑制

し，幸福感を高め，肯定的な解釈に関わる対処

刺激特性 認知的評価

は幸福感を高めるJとしている。また，介護者

の健康にストレスがどのように関係するかとい

う研究が KinneyとStephens5)によってなさ

れ，痴呆老人の行動に伴う日々の骨の折れる仕

事が，介護者の wel1-beingに負に影響し，同

時に介護に含まれる多くの内容が介護者の精神

の高揚につながり，それは介護者の健康に正に

影響したと述べている O さらに，在宅障害老人

を介護する家族の“燃えつき"について研究し

た和気ら 6)は，問題解決型対処スタイルでは，

介護者の健康の悪化はこれを抑制する方向に作

用し，逆に友人・知人からのソーシャル・サポー

トを受けることができれば，これを促進する要

因となっているとし，さらに接近・認知型対処

スタイルでは，負担感が高まるほど強くなる傾

向が見られ，回避・情動型対処スタイルでは，

介護を負担であるとみなすことが強化する要因

となっているという結果を出している O

また，介護の継続について Zaritら7lは，家

族の負担と高齢障害者の要因との関係について，

痴呆性老人の介護者である配偶者への 2年後の

追跡調査では 2年後よりも初期の方が介護者

の負担は有意に高いと報告している O

看護領域の研究で Archbold8)は，介護者役

割ストレインを介護者が介護役割を果たす上で

感じられる困難さのことであると定義した上で，

役割ストレインを直接的なケア，ケアの管理，

操作されているという気持ち，期待の不一致，

役割葛藤，資源のなさ，経済的な負担，心配の

側面から測定し介護者とケアの受け手との関係

の相互性が高く，介護者の準備性があれば役割

ストレインは軽減されることを示唆している O

さらに， House 9)は，モデルを作成し，ソー

シャル・サポートがストレス源に影響するとと

もに，その出来事がいかにストレスフルで、ある

かという認知にも影響するとし，また，情緒的

援助がストレスを和らげ，健康を促進する最も

重要な行動であると述べている O

以上，検討した先行研究については，そのほ

とんどが大量調査に基づくアプローチで，数量

的に測定する指標は日本人のために開発された

ものはほとんどなしさまざまな問題が指摘さ

れている O そこで今回は在宅介護の現実をあり

のままに捉えることによって，介護者が体験し

た内的世界を探索し，介護者のコーピングとコー

ピングに影響する要因を明らかにする O

なお，本研究においてコーピングとは，介護

者が介護することに関して，考えたり，決意し

対処 対応

図 1 Lazaruaのストレス概念
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たり，選択したり，放棄したり，という内的活

動とその結果生ずる反応や行動をいうものとす

る。

研究方法

本研究は，高齢者のみの世帯の介護者の経験

とその意味を重視するため，帰納法的・質的因

子探索型研究とし，具体的方法は Grounded
Theory Approachを用いて参加観察を行なっ

TこO

参加観察は訪問看護婦に同行して行なし、看

護婦と一緒に看護を行ないながら，研究対象者

の話や態度など，見たまま聞いたままをフィー

ルドノートに記述し，了解が得られた場合は会

話をテープに収録した。また，その都度記述し

た文章を調べ，現象を構成している要素を探し

だしネーミングするという作業を，構成要素が

発見できなくなるまで繰り返し行なった。

所用時間は合計56時間で，研究対象者 1名に

対する 1回の所用時間は30分から 3時間40分で，

平均l.01時間であった。長時間となった理由は，

訪問看護終了後も研究対象者が積極的に会話を

継続する場合は，時間の許す限り参加観察を続

行したためである O 参加観察の回数は合計64回
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で，研究対象者 1名に対して5'"'--6回であった。

1 .研究対象者

Y病院及びK病院の訪問看護の対象者の内，

4年以上在宅で介護を継続している高齢者のみ

の世帯の介護者11名とした。

2 .対象者の背景

表 1に示すように，対象者は女 9人，男 2人

で，年齢は68歳から86歳にわたり，平均年齢は

75.2歳，前期高齢者 5人，後期高齢者 6人であっ

た。身体的健康状態では 8人がなんらかの障害

をもち，他の 2人は疲労感や不眠を訴えており，

異常のない人は 1人であった。介護期間は 4年

から16.5年にわたり 4年から 9年 5人， 10年

から15年3人， 16年以上 3人で，平均10.6年で

あった。教育歴は全員が義務教育を終了し，義

務教育以上が 6人であった。全員が戦争体験者

で，内死別体験者が 7人で，そのほとんどが幼

少時に体験しており，中には父母兄弟と子供の

死を体験している人が 1人いた。過去に介護の

経験がある 6人，趣味がある 6人，信仰してい

る3人であった。夫婦関係では初婚 8人，内縁

関係 3人で，子供との関係では，子供有り 6人，

表 l 事例一覧表

介護者状況 要介護者状況 そのf也

事例 年齢 性別 期介護間 健康状態 趣味 宗教 義教務育 年齢 原因疾患
ADL 

精状神態 行問題動 夫関婦係 私ポ的サ 状経済態 死別体験
介助

1 86 女 4 疲労感 有 無 以上 87 脳血管障害 部分 軽度 初婚 有 十分 無

日76

ト一一一

男 14.5 疲労感 有 無 脳血管障害 全 軽度 初婚 鉦 普通 両親

3 I 74 i女 4 高血圧症 無 有 終了 71 脳血管障害 部分 境界 無 内縁 無 不安 前夫

4 78 女 16 
メニエル

無 無 以上 83 脳血管障害 全 境界 無 初婚 有 十分 鉦
氏 病

5 69 女 14 肺手L J癌苗 有 無 以上 83 脳血管障害 全 軽度 無 初婚!有 普通 両親兄弟子

6 78 女 16 高血圧症 有 有 終了 89 脳血管障害 全 軽度 盤 内縁 盤 何とか 母

7 71 女 7 異状なし 鉦 無 終了 73 脳血管障害 要観察 正常 無 初婚 有 普通 母

8 76 女 13 腰不 痛眠 鉦 無終 了 83 脳血管障害 全 軽度 盤 初婚 有 普通 母

9 68 女 16 不 眠 錐 組 以上 71 脊変椎性小脳症 全 重度 中 初婚 有 普通 父

10 70 男 6 腰 痛 有 有 終了 71 脳血管障害 部分 軽度 無 初婚 無 普通 無

11 79 女 6 高血圧症 有 無 以上 86 糖尿病 全 中等度 大 内縁 無 何とか 前夫
」ー

*精神状態 :N式老年者用精神状態尺度 (NMスケール)

(訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル，日本看護協会出版会より引用)
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無し 5人であったが，内 2人には前夫との子供

があった。

要介護者の状況は，要介護者の年齢は71歳か

ら89歳にわたり，平均79.4歳であった。 ADL

介助の程度では全介助 7人，部分介助 3人，要

観察 1人，精神状態では重度痴呆 1人，中等度

痴呆 1人，軽度痴呆 6人，境界 2人，正常 1人

であった。問題行動は大 1人，中 1人，小 2人，

無し 7人であった。介護されるに至った原因疾

患は，脳血管障害 8人，胃潰場手術後 1人，糖

尿病 1人，脊髄小脳変性症 1人であった。

また，経済状態は十分 2人，普通 6人，何と

か 2人，不安(生活保護受給者) 1人であった。

結果

1 .介護過程における介護者のコーピング

Grounded Theory Approach により，介護

過程におけるコーピングを最も特徴づけるもの

として 1段階「配偶者の病気j， 2段階「介

護開始迄j， 3段階「介護の選択j， 4段階「介

護開始から現在に至るまでjの4項目を抽出し，

これらの項目について分析した。

1) 1段階「配偶者の病気」

配偶者が病気で倒れたことに対する介護者の

精神活動については，①「大変なことになった

と思ったが，かわいそうだという気持ちが強かっ

たjIかわいそうだ，なんとかしてやりたいと

強く思ったJと語った，②「頭の中が真っ白に

なり，これから先自分はどうして生きていけば

いいのかということばかり考えていたj と語っ

た，③「いつかは夫と別れようという希望が消

え，万事窮すと実感すると同時に，夫の状態を

見てなんと哀れなことかと思った」と語った，

の 3つのカテゴリーに分類、し，表 2に示すよう

に①を「愛情型j，②を「脅威・認知型j，③を

「同情型j と命名した。

表2 1段階;配偶者の病気

カテゴリー 内 容 人数

愛情型 心からかわいそうに思う 9 

脅威・認知型 頭の中が真っ白 1 

同情型 なんと哀れなことかと思う11 

11 

2) 2段階「介護開始迄J
配偶者の病状が安定し，在宅で介護を開始す

るまでの期間における介護者の精神的活動につ

いては，①「何とかして回復させてやりたいと

思った」と語った，と，②「これから先自分は

どうなるのかという不安ばかりがあったjI自
分が看ることに全く自信がなかったので冷静に

-14 

考えられなかった」と語った，と，③「看るこ

とになっても仕方がないとあきらめたJと語っ

た，の 3つのカテゴリーに分類し，表 3で示す

ように①を「愛情・役割型j，②を「混乱型j，

③を「あきらめ型j と命名した。

表3 2段階;介護の開始まで

カテゴリー 内 容 人数

愛情・役割型 なんとかしてやりたい 8 

状況に振り回され冷静さを失う 1 
混乱型

|どう山川かれ川い 1 

あき畑出方がな川あきら町 11

3) 3段階「介護の選択J
実際に介護を開始した時の介護者の内的事実

については，①「自分は妻にず、っと我慢を強い

てきたと思い，今度はこちらがする番だと思っ

た(男性 2人)j I妻という立場もあり，また夫

は自分に今迄やりたいことさせてくれたので看

ょうと決めたjI病気の夫を放置して逃げ出せ

ば，自分に災いがふりかかってくると思い看る

ことを決めたj と語った，と，②「夫婦だから

看るのは当たり前だと思ったjI納得していな

いが，他に看る人いないし，妻だから看るのは

当たり前だと思ったjI夫は，若いときから体

が弱く看病することには慣れていたので，今回

も特別なこととは思わなかった]と諮った，の

2つのカテゴリーに分類、し，表 4に示すように，

①を「決断型j，②を「なりゆきまかせ型j と

命名した。

表4 3段階;介護の選択

カテゴリー 内 容 人数

なんとかして看てやろう 6 
決断型

放棄すれば災いとなる
ト一一一

なりゆき 抵抗なく 2 

まかせ型 |納得できないままに 2 

11 

4) 4段階「介護開始から現在に至るまで」

表 5に示すように， I看ることを決断してj

介護に臨んだほとんどの介護者に次のようなコー

ピングがみられた。リハビリ病院の情報を集め

る，治療方法や介護法の情報を集める，転院や

在宅療養を決断する，介護法の工夫や改善をす

る，要介護者状況の改善の目標を立てる，要介
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表 5 4段階;介護開始から現在に至るまで

「決断型Jのコーピング

-リハビリ病院の情報を集めた

-治療方法や介護法の情報を集めた

-転院や在宅療養を決断した

-介護法の工夫や改善をした

-要介護者状況の改善の目標を立てた

-要介護者状況が改善し満足した

-要介護者を叱ったり，暴言を吐く

-家出してゆっくり眠りたいと思い詰めた

-人生に満足しているので介護は苦痛ではない

-過去の出来事と比較すると介護は軽いものだ

-介護をやると決めたので最後までやる

-小さなことにも楽しみをもつようにした

-要介護者に感謝して介護するよう努力した

-介護を一生懸命ずれば誰かが守ってくれる

-周囲から親切にされ自分は得をしている

-助けてくれる人がいる

護者状況が改善すると満足する，要介護者を叱

る，要介護者に暴言を吐く，家出してゆっくり

眠りたいと思い詰める，人生に満足しているの

で介護は苦痛ではないと思う，過去の出来事と

比較すると介護は軽いものだと思う，介護をや

ると決めたので最後までやる，小さなことにも

楽しみをもつようにする，介護者に感謝して介

護するよう努力する，介護を一生懸命すれば誰

かが守ってくれると思う，周囲から親切にされ

自分は得をしていると思う，助けてくれる人が

いるので励みになり頑張れる，などである。例

外として，事例 6のみが(夫婦関係の質で「破

滅型j)r看ることを決断して」介護に臨んだに

もかかわらず，機械的に介護しているので嫌だ

と思ったことはない，運命とあくらめている，

宗教関係の人が助けてくれるので頑張れるなど，

次に示す「なりゆきまかせてJ介護に臨んだ介

護者のコーピングに似通っていた。

「なりゆきまかせて」介護に臨んだ介護者の

コーピングには，神は皆お見通しと思っている

ので苦にならない，人生は流れに逆らわず生き

れば難しいことはないと思っているので介護は

辛くなしh 運命とあくらめている，聞き直って

いる，過去の辛い体験と比較して介護は軽いも

のだと思う，何度も介護の経験をしているので

慣れている，自分で自分を褒めることにしてい

る，陽気に振る舞っているだけで良いことは何

もない，早く一人になって好きなことをしよう

と思っている，趣味が生きがいとなっている，

子供たち支えがあるので頑張れる，宗教関係の

人が助けてくれるので頑張れる，人様の世話に

「なりゆきまかせ型jのコーピング

-神は皆お見通しと思っているので苦にならない

-人生は流れに逆らわず生きれば難しいことはない

と思っているので介護は辛くない

-運命とあきらめている

-開き直っている

-過去の辛い体験と比較して介護は軽いものだ

-何度も介護の経験をしているので慣れている

-自分で自分を褒めることにしている

-機械的に介護しているので嫌だと思わない

-陽気に振る舞っているだけで良いことは何もない

-早く一人になって好きなことをしたい

-趣味が生きがいとなっている

-子供たちが全員で支えてくれる

-宗教関係の人が助けてくれる

-人様の世話になりたくないと思ってきた

なりたくないので頑張る，などがみられた。

2 .コーピングに影響する要因

1 )夫婦関係の質

夫婦関係の質については，表 6で示すように

①「互いに協力し家庭を築いてきたj，②「夫

を心から信頼し頼りきってきたj，③ 2事例と

も内縁関係で，前夫との聞に子供があり，夫婦

関係についてほとんど満足した経験がなく，

「ず、っと別れたいと思ってきたJの 3つのカテ

ゴリーに分類し，①を「共存型j，②を「依存

型j，③を「破滅型Jと命名した。

さらに①「共存型Jを，内的事実の違いから

3パターンに類別した。すなわち，(A) r助け

合って生きてきた」では，介護者は「仕事上で

夫の窮地を何度も救ったjr自分が姑にいじめ

られている時，夫は毎晩話を聞いてくれた」さ

らに「姑が亡くなった後はやりたいと思うこと

表 6 夫婦関係の質

カテゴリー 内 容 人数

共に助け合ってきた 1 

共存型 したいことをしてきた 4 

夫をたて支えてきた 2 

依存型 夫を信頼し頼ってきた 2 

破滅型 別れたいと思っていた 2 

11 
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は皆し尽くしたJと語り， (B) Iしたいことを

して生きてきた」では， I夫は偏屈で陰気な人、

本ばかり買い込んで読んでいたJI夫が下品な

ことを言ったりするので恥ずかしかった」と語

る一方で， I自分のやりたいことはやり尽くし

てきた」と言い， (C) I夫をたて支えてきたJ
では， I夫をたててきたが，実際には自分が商

売や家庭の切り盛りをすべて行なってきたj

「夫はほとんど働かず，自分が財産を管理し，

その一部を売って食べてきたJと語った。

2 )介護者の年齢

前期高齢者と後期高齢者を比較してコーピン

グに違いはみられなかった。

3 )要介護者状況

要介護者の状況では， ADL全介助者は全体

の63.6%を占め，ほとんどが一時期は病状が回

復し，その後徐々に低下するという経過をたどっ

ていた。また回復しなかった事例 9も徐々に低

下していた。精神状態は正常・境界・軽度が全

体の81.8%と高く，問題行動では，全く無いが

63.6%，少し有るも含めると81.8%となった。

事例 9だけが常に生命の危険性があり，時間毎

の体位変換や疾の吸引が必要であった。

4 )介護者の健康状態

介護者の健康状態では，健康な介護者は 1人

で，病気に擢患したり身体的不調を訴えている

介護者は全体の90.9%となり，事例 5では，介

護を始めてから乳癌と肺癌の手術を受けていた。

またほとんどの事例が，共倒れになる前に要介

護者を入院させるなど，公的サポートを受けて

いた。

5 )私的サポートの有無

身内にサポートしてくれる人があるのは63.6
%で，女性の場合無いは，夫婦が内縁関係の事

例 3と事例 6であったが 2事例とも宗教関係

者からのサポートを受けていた。従って全く受

けていないのは男性の 2事例のみであったが，

なにかあれば即入院させるなどの公的支援がな

されていた。

6 )経済状態

普通以上が72.7%で，何とかやっていけると

答えた 2事例はともに 2階建ての持ち家に住み，

内 1人は息子からの援助があった。従って，生

活保護を受けている 1人だけが生活困窮者であ

った。

7 )社会・文化・教育

全員が義務教育以上の教育を受けていた。ま

た全員が戦争体験者であった。

8 )趣味の有無

あるは54.5%，無いは45.5%で差はみられな

かったが，夫婦関係の質(表 6)の「共存型J
が，あるの内の83.3%を占めていた。

考察

結果に基づき，図 2で示すように「介護過程

におけるコーピングと影響要因Jを作成し，以

下のように考察した O 図中のアルファベットは，

便宜上夫婦関係の質のカテゴリーを示し，数字

は，便宜上カテゴリーに該当する事例の一人目

や二人目を示すこととした。

1 .夫婦関係とコーピングとの関連

1) I共存型」とコーピング

(A) I助け合って生きてきたj と (B) Iし
たいことをして生きてきた」は介護過程の 1段
階から 4段階まで同じ段階をたどり，両者の共

通点として，介護者の自己実現に対する満足感

があり，また異なる点として夫婦としての一体

感の程度があげられる O すなわち， (A) I互い

に助け合って生きてきたJの介護者は，夫婦関

係における満足感が大きし夫婦が一体となる

ことによって人生の荒波を乗り越えてきたと強

く実感し，また，自己実現に対する満足感も大

きく，人生を十分に生ききったという充実感に

あふれでいるものと推測される o (B) I互いに

したいことをして生きてきたJの介護者は，自

分の価値観にそって生きてきたという満足感が

大きいとはいうものの，夫婦が十分に支え合っ

てこなかったことに対する満たされない気持ち

が大きいと考えられる O さらに両者が「決断」

して介護を開始したことについて，男性 2名は

これまで良い夫でなかったことを反省すること

によって介護を決断し，女性の場合は，それま

での長い人生を積極的に生きてきたように，介

護に関してもその積極性が意志決定を促してい

るものと考えられる O なお男性の場合は子供が

いないことも大きな影響要因となっていると思

われる。

前者と異なり (C) I夫をたて支えてきたj

の介護者は，夫婦という形を保ち，一緒に生き

てきたことを肯定的に評価してはいるものの，

夫婦としての一体感も，自己実現に対する満足

感も小さいものと推測される O また介護の選択

で「なりゆきにまかせて」介護に臨むという結

果については，夫に合わせてきたというこれま

での積極的とはいえない生き方が，介護者の意

志決定に影響しているものと考えられる O

以上のことから 1段階から 3段階にいたる

介護過程におけるコーピングは，夫婦としての

一体感の有無や深化の程度，介護者の自己実現

に関する満足感の程度に影響されるものと推測

された。

4段階「開始から現在に至るまでJについて

は， (A) I互いに助け合って生きてきた」と

(B) I互いにしたいことをして生きてきたJ
に共通にみられるものとして，要介護者の状況

の改善が可能である期間は，積極的に問題を解
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<依イ{J}'J; 2人> <破滅型;2人>

図2 介護過程におけるコーピングと影響要因

決し，要介護者と共に喜び，介護することに満

足感を味わっている O しかし，要介護者の状態

が悪化したりして回復が望めない状況になると，

現状を肯定的にみようとしたり，介護すること

に意味を見いだそうとするなど，介護者の考え

方を変化させ，現状を受け入れる努力がみられ

るO 両者の違いとして， (B) I互いにしたいこ

とをして生きてきた」の介護者は，要介護者の

回復が望めない状況になると介護意欲を失い，

男性の場合は叱ったり暴言を吐いたりするよう

になり，女性の場合は，家出して現状から逃げ

出したいという衝動にかられるといった現象も

みられ，夫婦としての一体感の小さきが影響し

ているものと推測された。

またコーピングに影響するものとして，子供・

友人・身内からの援助，医師の往診や訪問看護

による支援，入院施設の確保，趣味，戦争体験

や俗にいう嫁いびりなどの辛い過去の体験，

「やると決めたらやり通すJIやると決めたら

とことんやる」で表明されたこれまでの生き方

などが考えられた。

一方 (C)I夫をたて支えてきた」では，初

期の内は要介護者の状況を維持することに努力

がみられるが，積極的に問題解決してきたとい

う形跡は見あたらない。つまり困難な状況を変

えるのではなく，運命とあきらめたり，過去の

困難な体験に比べて現状を肯定的にみることに

よって受け入れ，自分で自分を褒めたり励まし

たり，聞き直ったりしながら介護を継続して

きたことがうかがえる O しかし前者と比較する

と，介護に意味を見いだしたり，介護すること

が満足感につながるということはあまりみられ

ていない。また前者のように，意志決定に基づ

いて介護を行なうというのではなく， I神はみ

なお見通しJや「人生は流れに逆らわず生きれ

ば難しくないjなど生涯を生き抜く中で培われ

てきたその人なりの信条によるものと考えられ，

高齢者らしい安定した心理状態がうかがえた。

2) I依存型Jとコーピング

2事例とも，介護者は夫を心から尊敬し，依

存し，家庭を守り，家族の幸せだけを生きがい

としていたという内的事実が似通っているにも
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かかわらず 1段階と 2段階では各々コーピン

グに違いがみられ 3段階 4段階では再び共

通したコーピングがみられるという特徴がある o

1段階と 2段階の違いに影響する要因として

要介護者状況が推測されたる O すなわち，夫の

病気が徐々に発症し，最終的には寝たきりで意

思疎通もなくなってしまった事例 9(図D-1) 
では，発症時介護者が52歳で若く，夫に全面的

に依存していた状態から徐々に状況を受け入れ，

依存する立場から依存される立場へと役割交代

を行なっていったものと考えられ，またその間，

介護者が看ることについて意識的に選択すると

いう状況にはなかったものと推測される O

一方，突然発症した事例 7 (D -2 )では，

夫の突然の病気に伴って，自分が一番大事にし

てきた家庭が崩壊し，すべてを失うと感じ，パ

ニックに陥り，なす術もなくなりゆきにまかす

しか方法がなかったものと考えられる O

さらに 4段階において前者 (D- 1) では，

意志疎通もできなくなってしまった夫の状況が

介護者に与える影響は大きし結婚以来幸福な

家庭を築いてきた経験を振り返り，こんなはず

ではなかったという思いが強く，介護に意味を

見いだすことができず，運命とあきらめ現状を

受け入れている O

後者 (D-2) では，夫が順調に回復し，そ

の状態、を維持できていることと 4人の子供の

家族が全員で介護者を支えたことが影響して，

現状を肯定的に評価したり，介護の意味を見い

だしたりしている O

3) I破滅型」とコーピング

1段階から 3段階まですべて異なった結果と

なり，夫以外の身内との関係が影響していると

考えられる。

すなわち，夫が孫には優しかったという良い

思い出を持っている事例 3 (E-l)では，夫

の発病をかわいそうに思い，毎日病院に通って

看病をしているが，退院が近づくにつれ，決心

がつかず混乱し，なりゆきにまかせて介護を開

始している。介護を引き受けるには能力的に自

信がなかったこともあったが，夫と別れれば優

しくしてくれる孫や兄弟との付き合いができる

という希望を持ち続けていたため，看ることに

は大きな犠牲感が伴っていたものと考えられる O

一方，夫婦関係において良いことは何もなか

ったと感じている事例 6 (E-2) では，夫と

別れて一人になりたいという介護者の生涯の希

望は，夫の発病によって打ち砕かれたと言い，

夫を哀れな存在として位置づけ，放棄すれば自

分の身に災いがふりかかってくると自分を納得

させ，覚悟を決めなければ介護を開始すること

ができなかったものと推測されるo また介護者

は，前夫との聞にできた子供と絶縁関係にあり，

他に身寄りもなかったことが看ることに影響し

ていると考えられる O

4段階においては両者に共通点がみられ，介

護を継続してはいるものの，要介護者に対する

不平不満を表出することが多く，また「介護を

嫌だと思ったことはないが機械的にしているJ
「陽気に振る舞っているだけJなどと語り，犠

牲感を伴う介護状況が推測される O 最終的に事

例 3は特別養護老人ホーム入所の申請書を提出

し，また事例 6は，床づれができても放置する

ことが多くなり，両者とも介護を継続している

というスタイルをとりながら，その内容からみ

れば放棄しているものと考えられる O

2 .時代的背景とコーピング

介護者全員が戦中戦後の日本社会における激

動の時代を受け入れ，生き抜いてきた世代で，

戦争体験や死別体験において，介護とは比較に

ならないないような辛い体験を味わっている O

そのことは不屈の精神や何事も決定したら貫き

通すという生き方を養い，介護を軽いことだと

認識し，介護に対する肯定的な考え方に影響を

及ぼしたものと推測される O また，女性は義務

教育以上の教育による「国のために尽くし耐え

ることJ10)という良妻賢母型の思想、と，明治時

代から受け継いだ「家」制度11)による「家の嫁j

として，家族の為に犠牲になるのは当たり前と

いう思想に影響され、介護者全員が「看るのは

当たり前」と意識していると考えられる O

まとめ

1 .介護過程におけるコーピングは過去の夫婦

関係のあり方に最も影響され，各々次のような

特徴があるものと推測された。

1 )夫婦関係において満足感が大きい場合や，

介護者の自己実現に対する満足感が大きい場合

は，要介護者の QOL(Quality of Life) を維

持・向上しながら介護を継続することが可能で

あるが，要介護者の回復が望めなくなった時点、

で，介護者の意欲喪失が予測され，専門家の支

えが必要であるo

2 )夫婦関係が依存的である場合は，要介護者

状況に強く影響されるので，特に発病から介護

を開始するまでの初期の段階で，公的私的サポー

トを駆使し支援する必要がある O

3 )仕方なく関係を継続してきた夫婦では，介

護者の犠牲感が強く，要介護者の QOLの維持・

向上を期待することはむずかしく，介護期間が

長期化すればするほど介護を放棄する傾向がみ

られ，在宅療養生活の適否を検討する必要があ

るO

2. コーピングには，介護を決断して開始した

人とそうでない人とでは，次のような違いや共

通性が推測された。
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1 )決断した場合には，主として問題解決を行

ない，その他に，介護に意味を見いだす，介護

に楽しみや満足感を見いだす，自分は恵まれて

いると思う，支援してくれる人がいるので不安

がない，叱ったり当たったりする，家出したい

などと強く思うなどである O

2 )決断しない場合は，主として運命とあきら

めている，開き直っている，自分で自分を褒め

たり励ましたりしている，わざと陽気に振る舞っ

ているなどである O

3 )共通にみられたのは，過去の出来事と比較

して介護は軽いものだと思うことで，現状を受

け入れる努力をしている O

3. 高齢であることがコーピングに影響してい

るものとして，戦争体験や死別体験，良妻賢母

型教育， r家」制度などにより培われた不屈の

精神や，耐える・尽くす・犠牲になるというこ

とが当たり前という思想などがある O

4 .コーピングに影響するその他の要因として，

介護者の健康状態，趣味，宗教，教育程度，要

介護者状況，経済状態，サポートの有無などが

ある O

5.限界と今後の課題

研究の対象を介護を継続している介護者と限

定したため，本研究を他の事例にも役立つ一般

性のある情報へと発展させていくためには，今

後，介護の継続に至らなかった介護者との比較

が必要であり，また，男性の対象者が少数で，

男女の違いについても今後明らかにしていく必

要がある O

研究の妥当性と信頼性については，参加観察

によりこれ以上データ収集しでも意味がないと

判断できる(飽和状態)まで幾度となく比較検

討し，チェックしたものであるが，データ収集

に際して主観的であったり，先入観が混入して

いる可能性は否定できなし )0

質的研究の妥当性と信頼性については，量を

取り扱う研究者の問では非難があるところであ

るが，看護は対象とする人間の個別性を把握す

るために，認識や行動，感情や信念など，量的・
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客観的に観察しにくいものに接近する必要があ

ることから看護状況をありのままにとらえ，

帰納的な分析により，概念の抽出や概念の特性

を検討していく研究が不可欠な専門領域である

と考えるo
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