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介護士のコミュニケーションスキルアッププログラムの開発

―介護士の「コミュニケーションスキル評価票」の作成―

抄　録

介護を要する高齢者に何らかのコミュニケーション障害がある場合，介護者とのコミュニケーションは成立
しにくく介護負担は増大し，高齢者自身もコミュニケーションを楽しむ機会が減少する。本研究ではこのよう
な問題に対する言語聴覚士のアプローチ方法の一つとして，介護士が高齢者の認知・コミュニケーション能力
に応じたコミュニケーションスキルを習得するための支援という視点を取り上げる。本稿では介護士のコミュ
ニケーションスキルを向上させる目的で開発した「介護士のコミュニケーションスキルアップ　プログラム」
の構成と本プログラムの中核となる介護士の「コミュニケーションスキル評価票」の作成方法およびその内容
について報告する。評価票は老人保健施設の介護士と利用者との会話場面を基に，consensus methodの一つであ
る Nominal Group Techniqueにより，評価項目となる概念を抽出し，試行版を経て作成した。

キーワード：コミュニケーションスキル，コミュニケーション障害，介護士，言語聴覚士，
コミュニケーションスキル評価票
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1 はじめに

介護を要する高齢者に何らかのコミュニケーション
障害がある場合，介護者とのコミュニケーションは成
立しにくく介護負担は増大し，高齢者自身もコミュニ
ケーションを楽しむ機会が減少する。また，意思が通
じないことがいわゆる“問題行動”を引き起こす原因
となることも多い。
介護保険制度開始以降，言語障害のリハビリテーシ

ョンを専門とする言語聴覚士（以下，ST）を配属す
る老人保健施設（以下，老健）などの高齢者施設は急
増しているが，これまでの STの主な勤務先は病院な
どの医療機関であったことより，高齢者施設は STに
とって新しいフィールドとなる。さらに，老健などの
高齢者施設に勤務する STは経験の浅い者が 1 人で勤
務している場合が多いこと 1）や，施設で専門性を生
かす方法論が確立されていない中，悩みながら試行錯
誤している現状 2）が報告されており，老健での STの
あり方や福祉専門職者との連携などが課題となってい
る。

小車ら 3）は，老健などの高齢者施設には何らかの
コミュニケーション障害を有する利用者が多く，介護
士とのコミュニケーションが成立しにくいこと，また，
介護士のコミュニケーション障害に関する知識や具体
的かつ専門的な対応が遅れている現状を報告してい
る4）。Santoら 5）はアルツハイマー病患者と介護士と
の間におきるコミュニケーションの破綻の責任の半分
は介護士にあるとし，綿森 6）は STの立場から，認知
症患者の認知能力を十分に理解したうえで，患者本人，
家族・介護者，環境に働きかけるコミュニケーション
支援が，認知症患者の保たれた能力を引き出し，生活
の質を高めることにつながると述べている。
そこで本研究では，介護保険施設における介護士と

利用者とのコミュニケーションの質を向上させるた
め，介護士が利用者個々の認知・コミュニケーション
能力を理解し，適切なコミュニケーションスキルを習
得することを支援するために開発した「介護士のコミ
ュニケーションスキルアップ プログラム」（以下，本
プログラム）の概要について述べ，さらにこの支援の
中核となる「介護士のコミュニケーションスキル評価

１．利用者の認知・コミュニケーション能力の評価�

２．介護士と利用者との会話場面の撮影  <支援前> �
　　　会話素材提供ソフト｢会話の散歩道（仮称）｣使用�

３．介護士のコミュニケーションスキルの評価�
　　　介護士の「コミュニケーションスキル評価票」使用�

　　　評価者：ＳＴと介護士本人�

６．介護士と利用者との会話場面の撮影　<支援後>   �
　　　会話素材提供ソフト｢会話の散歩道（仮称）｣　使用�

８．コミュニケーションスキルアップ状況および今後の課題を提示 �
　　　プログラム前後の介護士の「コミュニケーションスキル評価票」の�
　　　比較よるスキルアップした点と今後の課題を助言.

７．介護士のコミュニケーションスキルの再評価�
　　　介護士の「コミュニケーションスキル評価票」使用�

　　　評価者：ＳＴと介護士本人�

５．日常のコミュニケーション場面での実践練習�

４．コミュニケーションスキルアップのための支援�
�①１．の利用者の能力評価結果の説明．２．の会話場面の観察，３．のSTの�
　評価を踏まえ，２．で録画したビデオを見直しながら，会話相手に求め�

　られるコミュニケーションスキルについて具体的に助言．�

②STと利用者との会話場面を提示し，使用しているコミュニケーション�
　スキルについて説明．�

図１　介護士のコミュニケーションスキルアップ プログラムの構成と手順
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票」（以下，評価票）の開発について報告する。
なお，本研究で用いる「コミュニケーション障害」

とは，脳機能に何らかの損傷を受けた後遺症で起こる，
話す，聞く，読む，書くなどの障害を意味する狭義の
言語障害に加えて，認知症や加齢に伴う聴力低下など
によるコミュニケーションの障害の両方を指すものと
する。また，「介護士」については，国家資格である
介護福祉士の有資格，無資格に関わらず，実際に現場
での介護に携わっている人を示すものとする。

2 「介護士のコミュニケーションスキル
アッププログラム」の構成と内容

2.1 本プログラムの構成と手順

本プログラムの構成と手順は図 1に示すとおり，ま
ず STが「高齢者用コミュニケーション機能スクリー
ニング検査（CFSE）」7）などで，1.利用者の認知・コ
ミュニケーション能力の評価を実施する。そして，2.
の介護士と利用者との会話場面の撮影〈支援前〉では，
会話評価のために開発した，会話評価用素材提供ソフ
ト｢会話の散歩道（仮称）｣8）を使用し，介護士と利用
者との会話場面を撮影する。その後，録画した会話場
面を観察しながら本稿で報告する「コミュニケーショ
ンスキル評価票」を使用し 3.の介護士のコミュニケー
ションスキル評価を実施する。本評価は，プログラム
を実施した STと会話を行った介護士の自己評価との
2つから成る。そして 4.のコミュニケーションスキル
アップのための支援として，まず 1.で行った利用者の
認知・コミュニケーション能力評価に基づき，介護士
に会話相手に必要とされるコミュニケーションスキル
を説明し，すでに習得しているスキルと今後の習得課
題となるスキルについて会話場面を示しながら助言を

行う。5.の日常のコミュニケーション場面での実践練
習として約 2週間，介護士には 4.の支援した内容に留
意しながら日常のコミュニケーションをとってもら
う。この練習期間が経過した後，6.介護士と利用者と
の会話場面の撮影〈支援後〉として，再度 2.と同じく
会話素材提供ソフト｢会話の散歩道（仮称）｣を使用し，
同じ介護士と利用者との会話場面を撮影する。そして，
3.と同様の方法で，「コミュニケーションスキル評価
票」を使用し 7.介護士のコミュニケーションスキルの
再評価を行う。8.の介護士へコミュニケーションスキ
ル アップの状況および今後の課題提示では，支援前
後の「コミュニケーションスキル評価票」の比較に加
え，日常場面において介護士が留意した点や利用者と
のコミュニケーションに関する新たな気づきなど介護
士から聞き取った内容を総合して，スキルアップの状
況と今後の課題を提示する。

2.2 介護士と利用者との会話場面の設定内容

本プログラムでは介護士と利用者との会話場面の設
定に，会話評価のための会話素材提供ソフト｢会話の
散歩道（仮称）｣を使用する。｢会話の散歩道（仮
称）｣は失語症者とそのパートナー（家族，ケア担当
者，その他日常の会話パートナーなど）が自然に近い
状態で会話を進めることができるよう会話素材を提供
し，素材を元に行われる会話場面を分析することによ
って，言語訓練方法への示唆を得，訓練帰結の判定を
行うことを目的に開発されたものである。本研究では，
対象者が高齢者であることより，このソフトの素材の
一部を開発メンバーと（有）ベイゲットとの共同で改
訂した 8）。
本ソフトの構成を図 2に示す。全体は 4コースで構

成され，各コースはまずパソコンに慣れるためのリラ

図２　会話評価素材提供ソフト「会話の散歩道（仮称）」構成図



ックス素材（動画と BGM），続いて静止画（食べ物，
動物，子ども，街並み），最後に動画が提示される
（図 3）。会話場面設定時には 4コースのうちのいずれ
か 1コースを使用し，再評価時には別のコースを使用
する。なお，各コースの素材はなるべく等質となるよ
う，刺激絵の選択や動画の構成には配慮した。
会話場面の進め方は，最初のリラックス素材により

パソコン画面に慣れたと思われた後，写真アルバム
（静止画）について介護士と利用者に自由に話をして
もらい，介護士からの申し出を受け次のアルバムに移
る。教示では，写真についてだけではなくどのような
話でも構わないことや，ことばだけではなく身振りや
指さしなどでもよいこと，また，二人の話の展開を参
考に利用者とのコミュニケーションをスムーズにすす
める方法を見つけていく旨を伝える。最後のアルバム
での会話終了後，続いて動画に移る。動画については，
漫画の止まった先がどうなるかを話し合うというもの
であるが，教示では決まった答えはなく自由に話し合
うことと，動画は申し出により繰り返し提示すること
を伝える。

2.3 対象

本研究では，本プログラムの内容および効果を検討
するにあたり，1）生活の場の環境要因を在宅にくら

べある程度統一できること，および 2）近年 ST配置
が増加傾向にあるという背景を考慮し，老健に勤務す
る介護士を対象とした。

3 介護士のコミュニケーションスキル 評
価票の作成

3.1 方法

認知症や失語症者のコミュニケーション相手のコミ
ュニケーション能力を評価する方法は確立されていな
い。また，本プログラムでは，評価の対象を会話素材
提供ソフト｢会話の散歩道（仮称）｣を使用したコミュ
ニケーション場面に限定するため，オリジナルの評価
票を以下の手順で作成した。
評価のポイントを考えるために，本プログラム開発

のプレ研究で撮影していた「会話の散歩道（仮称）」
を使用した介護士と利用者とのコミュニケーション場
面を基に，consensus methodの一つである Nominal

Group Technique（以下，NGT）により介護士のコミ
ュニケーションスキルの評価項目となる概念を抽出し
た。NGTとは，アメリカで 1960 年代に発達し，保健
や福祉の分野では様々な診療行為の適切性の評価，教
育，業務の改善，臨床試験などの研究方法の開発，そ
して看護，癌患者へのケア，プライマリケア，健康増
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図３　会話素材提供ソフト「会話の散歩道（仮）」素材例
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進などに関して検討する際などに利用されてきたもの
である。また，NGTは専門家の見解を求めたい場合
で，しかも参考にすべき資料や根拠が十分にそろって
いる時に使用すると最も効果的であるとされている。
さらに，NGTは臨床のガイドラインを作るのに特に
適しており，いわゆる根拠（evidence）だけではなく，
その分野の専門家たちの経験に基づいた意見も取り入
れることができるとされている 9）。
そこで，「コミュニケーションスキル評価票」の作

成においては，高齢者施設での介護士と利用者とのコ
ミュニケーション場面のビデオ提示という具体的な情
報があり，コミュニケーション障害を専門とする ST

がコミュニケーションスキルを評価するための項目内
容に焦点を絞り見解をまとめていく上で，本方法が適
していると考え，図 4 の手順で NGTの作業をすすめ
た。
評価票は，まず NGTによる項目の抽出方法で，支

援の効果と支援方法を検討するためのデータが得られ
るかを確認するために試案版を作成した。その後，試
案版の結果から得られた改善点などを考慮し初版を作

成。さらに初版での問題点を改訂し完成とした。以下
に，その過程と結果について報告する。

3.2 結果

3.2.1 介護士の「コミュニケーションスキル評価票

（試案版）」の作成

1）介護士の「コミュニケーションスキル評価票（試

案版）」の作成方法

K 老健において「会話の散歩道（仮）」を使用し，
介護士とコミュニケーション障害のある利用者６組の
会話場面を本プログラムの支援前後でビデオ撮影し，
支援前の場面を NGT 参加者で観察後，図４の NGT

の手順で作業を進めた。尚，介護士および利用者には
研究の目的とデータ収集や使用方法について口頭と紙
面で説明し同意を得た。また，利用者本人に認知症が
ある場合，家族や後見人から同意を得た。本人の理解
が可能かどうかは施設側の判断に依った。

K老健は，1997 年 12 月開設し入所定員 50 名，デ
イケア定員 60 名の施設である。介護士と利用者のプ
ロフィールは表 1の通り，介護士は男性 2名，女性 4

進行係１名，記録係１名

１．参加者には，高齢者施設でコミュニケーション障害のある利用者と介護士との会話場面をサンプル
とし，そのやりとりを検討することによって新たな評価法を開発することが目的であることを伝え，
利用者と介護士との会話場面をビデオで提示する。　
この時点ではまだビデオに関して話し合わない。

↓

２．ビデオ終了後，参加者に「コミュニケーション障害のある人たちと介護者との会話場面を見て，ど
のように感じましたか？ことばのやりとりや雰囲気などに関して気づいた点をできるだけたくさん
あげてください。」という質問を記載したA４の用紙を配り，記入するよう求める。このメモ用紙は，
覚え書きであるため回収はしない。

↓

３．・ 各参加者はメモを参考にしながら，１つづつアイデアを簡潔に読みあげていく。同じアイデアが
先に出てしまったらそのアイデアはもう出さない。メモしていなくても，他の人の意見を聞いて
いるなかで思いついたものを新たに出してもよい。　
・新たなアイデアが無くなったら「パス」をする。全員が「パス」を宣言するまで続ける。　
・ 記録係は出た順番に番号を付け，正確にはポストイットに記録しみんなに見えるよう，模造紙に
貼っていく。このアイデア発表時には，まだ討論はしない。

↓

４．・記録したアイデアの１番目から順に討議を行う。　
・ この討議は，各アイデアの内容とその重要性や弱点を理解するためのもので，同じ意見の内容が
あれば，１つの意見にまとめていく。

↓

５．・ 各自が最も重要だと考えるアイデアの「ベスト５」を選び，選んだベスト５をポストイット１枚
につき１つづつ，順位，アイデアの番号，内容を記入する。　
・これらのポストイットを該当するアイデアの番号の近くに貼る。　　
  そして，１位５点，２位４点，３位３点，４位２点，５位１点という具合に得点づけをする。

↓

６．ランク付けした結果を見ながら，すべてのアイデア項目を対象に，まとめの討議をする。　
この討議は必ずしも上位だけに絞り込んだ討議ではない。　
カテゴリーと下位概念から，評価項目の形にまとめていく。

図４　Nominal Group Technique（NGT）の実施手順



名，年齢 20 ～ 50 歳代，K老健での介護歴 2年～ 7年
であった。利用者は男性 4 名，女性 2 名，年齢は 79
歳～ 99 歳，全員何らかのコミュニケーション障害が
認められた。対象者の選定は，コミュニケーションが
とりにくい利用者と，勤務上可能な介護士ということ
で施設側に依頼した。

NGTでは STである第 3執筆者が進行係，筆頭執筆
者が記録係を行い，参加者は STとしての視点のみに
偏らず一般的な視点での意見も聞けるのではないかと
いう予測から言語聴覚士養成校 3年生 6名に依頼をし
た。NGTの結果，42 個の発言があり，各発言に対す
る得票の結果は表 2に示す通りで，1位は「介護士が
利用者の名前を呼ぶ」であった。発言内容は参加者で
意見交換を行った結果，9個のカテゴリーにわけられ
（表 3），各発言をカテゴリーの下位概念とし，投票で
の順位を考慮しながら，19 個の評価項目に絞った
（表 4）。そして最後に総合評価 1 項目を追加し，5 件
法 20 項目で構成される「コミュニケーションスキル
評価票（試案版）」を作成した。なお，文末表現は
「～と思いますか？」とし，各項目の評価は「1.そう
思わない 2.どちらかといえばそう思わない　3.どちら
でもない　4.どちらかといえばそう思う　5.そう思う」
の 5段階とした。評価はこのような評価票に不慣れな
介護士の評価判定の誤りを避けるため，すべての評価
項目について「5.そう思う」をコミュニケーションス
キルが高いことを示すような設問表現とした。また，
評価票では将来的に在宅での実施も想定して，NGT

で使用された用語の「介護士」を「介護者」，「利用者」

を「対象者」という表現にし，介護士が自己評価する
介護士版の評価票では，「介護者は」の部分を「あな
たは」と表記した。
2）介護士の「コミュニケーションスキル評価票（試

案版）」の試行

「コミュニケーションスキル評価票（試案版）」を
使用して，NGT実施時に観察した６組の会話場面を
再度観察し，NGTに参加した学生 6 名と司会，記録
をした ST2 名を含む臨床経験 10 年以上の ST5 名
（ST1,2,3,4,5）で介護士のコミュ二ケーションスキル
について評価を行った。その後，実際に評価をした感
想を聞き取り，ばらつきが大きかった項目については，
評価した基準などについて話し合った。その結果，学
生からは項目 13.の「バランスの適切さ」，項目 15.の
「適切な対処」の「適切」な基準がわかりにくかった
ことから判断基準が難しかったことが挙げられた。ま
た，STも含め項目 11.の「選択肢をあげるなど答えや
すい工夫」や項目 16.の「聞き取れないときの聞き直
し」のように発語が困難な利用者の評価を前提として
いるような内容の場合，コミュニケーション障害の重
症度や種類によっては評価の対象とならず評価に迷っ
たこと等が挙げられた。さらに，項目 9.の「名前を呼
ぶ」や項目 17.の「動画の状況説明の有無」など具体
的な内容があり，1 回のビデオ観察で 20 項目を評価
することは困難であることなども挙げられ今後の改善
点となった。
次に，「コミュニケーションスキル評価票（試案版）」

により，支援の効果と支援方法を検討するためのデー

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　9（1） 91 － 110 2009

－ 96 －

介護士� a� b� c� d� e� f�

性別� 男性� 女性� 女性� 女性� 男性� 女性�

年齢� 30代� 20代� 40代� 50代� 50代� 50代�

介護歴（年）� 8� 7� 2� 5� 5� 3�

当施設での介護歴（年）� 6� 7� 2� 5� 5� 3�

利用者� Ａ� Ｂ� Ｃ� Ｄ� Ｅ� Ｆ�

性別� 男性� 女性� 女性� 男性� 男性� 男性�

年齢� 99� 83� 79� 83� 81� 89�

既往症� 脳梗塞� 特記事項無し�
脳梗塞�
左片麻痺�
心疾患�

脳梗塞�
脳梗塞�

左大腿骨骨折�

多発性脳梗塞�
前立腺肥大�
大腿骨骨折�
左上腕骨折�

認知・コミュニケーション�
能力�

聴力低下�
過書傾向�

記憶力低下�
氏名書字不可�

語性錯語�
保続（＋）�

声量低下�
嗄声（＋）�
吃音（＋）�

声量低下�
嗄声（＋）�
書字少し可�

神経性難聴４級�
右101dB・左81dB

ＭＭＳＥ　　/30(点) 6�
体調不良により�
実施せず� 8� 10� 9� 3�

ＣＦＳＥ　　/15(点) 7� 11� 9� 7� 10� 9�

備考� 入所� 入所� 入所� デイケア� デイケア� デイケア�

表１　Ｋ老健の利用者および介護士のプロフィール
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順位� 得点� 発言内容�
発言番�
号�

1 11 介護士が利用者の名前を呼ぶ� 42

2 10 利用者の話し方や雰囲気に合わせる� 2

2 10 話の主導権が介護士にある方が多い� 3

2 10 利用者の視界に入ることが必要� 7

3 8 二者間の距離と姿勢� 1

4 7 短い話し掛けの方が理解が進む� 6

4 7 介護士が利用者の名前を呼ぶほうが良いと思う� 12

4 7 介護士は利用者の反応を遅くても待つ方が良い� 18

4 7 利用者の発話が聞き取れないとき聞きなおす場合とそのまま流してしまう場合がある� 22

5 4 利用者の名前を呼んだ方が二者の関係が良い� 13

5 4 （動画）刺激に直接関連する内容のみと、そこから話題が発展する場合があった� 16

5 4 利用者の反応に対して肯定的にお礼を言うことでさらに反応が促進される。� 23

6 3 介護士の表情がにこやかだと利用者もにこやかに会話する� 8

7 2 利用者の反応が限られている場合に会話停滞� 5

7 2 画像から利用者の注意を離さなければ、話が盛り上がらなかった� 41

8 1 介護士がコミュニケーションモード  話し言葉に偏り� 4

8 1 利用者の反応に対して介護士の期待通りでないとき訂正させようとしていた� 21

8 1 利用者が質問に答えないとき介護士は勝手に答えを出して会話を続けていた� 35

8 1 方言で話しかけたほうが親しみを込めている感じがする� 36

8 1 話し言葉と一緒にジェスチャーを使う介護士が多かった� 40

9 0 利用者が画像を見ていると介護士のジェスチャーに気づかない� 9

9 0 利用者のコミュニケーションモードに片寄りがある（書く、発信のみ）� 10

9 0 利用者が無反応だと介護士は同じことを繰り返して言う� 11

9 0 利用者の意見を聞くだけでなく介護士が自分の意見（体験）を話しているのが良い� 14

9 0 利用者について介護士が最近の話題をとりあげている� 15

9 0 （動画）利用者はどうなる？には答えられないが選択肢があると答えられた� 17

9 0 擬音（アタタ）と言うと利用者が和んだ� 19

9 0 （動画）介護士が状況を説明していた� 20

9 0 利用者は介護士が話すのを待っている場合が多かった� 24

9 0 介護士から利用者へのスキンシップが見られた� 25

9 0 利用者のうんうんに対して介護士もうんうんと受け入れた� 26

9 0 沈黙になると畳み掛けるように話す介護士がいた� 27

9 0 次のテーマ（静止画→動画）に行くときに知らせる介護士とそうでない介護士がいた� 28

9 0 自発話の少ない利用者が話すと、介護士はすぐにその言葉を繰り返す� 29

9 0 利用者の発話を介護士が繰り返すと雰囲気がよい� 30

9 0 介護士が抑揚をつけるとより関係が良い� 31

9 0 介護士が利用者を笑わせるようとしている者がいた� 32

9 0 利用者には笑う人と笑わない人がいた。笑う人も時間は短かった� 33

9 0 画面だけ見ているペアと時々アイコンタクトをとっているペアがいた� 34

9 0 利用者の若いころの話題だと良く話してくれた� 37

9 0 利用者の反応の一部から話題を広げる介護士がいた� 38

9 0 画像から話を発展させるペアは話が盛り上がっていた� 39

表２　試案版作成時の発言内容と順位
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カテゴリー名� 発言内容�

利用者との接し方� 二者間の距離と姿勢�

利用者の視界に入ることが必要�

介護士から利用者へのスキンシップが見られた�

画面だけ見ているペアと時々アイコンタクトをとっているペアがいた�

利用者の反応に対して介護士の期待通りでないとき訂正させようとしていた�

利用者のうんうんに対して介護士もうんうんと受け入れた�

自発話の少ない利用者が話すと、介護士はすぐにその言葉を繰り返す�

利用者の発話を介護士が繰り返すと雰囲気がよい�

利用者の話し方や雰囲気に合わせる�

介護士の表情がにこやかだと利用者もにこやかに会話する�

利用者の反応に対して肯定的にお礼を言うことでさらに反応が促進される�

介護士が抑揚をつけるとより関係が良い�

方言で話しかけたほうが親しみを込めている感じがする�

話しかけ方� 利用者の反応が限られている場合に会話停滞�

短い話し掛けの方が理解が進む�

（動画）利用者はどうなる？には答えられないが選択肢があると答えられた�

コミュニケーションモード�話し言葉と一緒にジェスチャーを使う介護士が多かった�
次のテーマ（静止画→動画）に行くときに知らせる介護士とそうでない介護士がいた�

擬音（アタタ）と言うと利用者が和んだ�

（動画）介護士が状況を説明していた�

介護士がコミュニケーションモード  話し言葉に偏り�

利用者のコミュニケーションモードに片寄りがある（書く、発信のみ）�

聞き方� 利用者が無反応だと介護士は同じことを繰り返して言う�

利用者の発話が聞き取れないとき聞きなおす場合とそのまま流してしまう場合がある�

名前� 介護士が利用者の名前を呼ぶほうが良いと思う�

利用者の名前を呼んだ方が二者の関係が良い�

話題の発展� 利用者について介護士が最近の話題をとりあげている�

利用者の若いころの話題だと良く話してくれた�

介護士の話しかけ方�話の主導権が介護士にある方が多い�
利用者は介護士が話すのを待っている場合が多かった�

介護士は利用者の反応を遅くても待つ方が良い�

沈黙になると畳み掛けるように話す介護士がいた�

利用者が質問に答えないとき介護士は勝手に答えを出して会話を続けていた�

笑い� 介護士が利用者を笑わせるようとしている者がいた�

利用者には笑う人と笑わない人がいた。笑う人も時間は短かった�

画像� 利用者の意見を聞くだけでなく介護士が自分の意見（体験）を話しているのが良い�

（動画）刺激に直接関連する内容のみと、そこから話題が発展する場合があった�

利用者の反応の一部から話題を広げる介護士がいた�

画像から話を発展させるペアは話が盛り上がっていた�

利用者が画像を見ていると介護士のジェスチャーに気づかない�

画像から利用者の注意を離さなければ、話が盛り上がらなかった�

表３　試案版作成時のカテゴリー分類



タが得られるかを確認する目的で，支援後に再度会話
場面を撮影することのできた介護士 fと利用者 Fの会
話場面を観察し，NGTに参加した ST5 名（ST1,2,3,4,5）
で評価を実施した。また，介護士 fにも自己評価を依
頼した。

ST5 名の評価の結果を図 5に示す。多くの項目で支
援後にコミュニケーションスキルが上がったことが示
されていた。また，主観的ではあるが，介護士 f本人
の評価も支援後にはほぼ全項目で上がっていた（図
6）。しかし，STの評価をみると，項目 7.「利用者の
笑顔」，項目 12.「適切なコミュニケーションモードの
選択」，項目 16.「聞き直し」は支援後もほとんどの
STの評価が３以下にとどまっていた。また，STと介
護士との評価を比較すると，介護士は支援前には全体
的に低く評価する傾向にあるが，たとえば項目 12.

「適切なコミュニケーションモードの選択」について
は，STの評価は支援後も４名が 2 以下であったのに
対して，介護士の評価は支援後４に上がっていた。こ
のことより，介護士には，利用者のコミュニケーショ
ン能力の説明および残存能力を活用できるコミュニケ
ーションモードについて具体的な支援の必要性が示唆
された。
このように，本評価票により，支援前後の評価の変

化および，，介護士と STとの評価の差より，今後の
支援のポイントが把握できることが示唆された。

以上の結果を総合し，介護士の「コミュニケーショ
ンスキル評価票」の開発は，基本的には NGTによる
試案版の作成方法で可能であり，支援後の効果測定と
支援内容の検討のために有効であると考えた。また，
評価項目の表現については，介護士や臨床経験の浅い
STが使用することも考慮し，具体的にわかりやすく
することが必要であり，各項目の評価ポイントを記載
した一覧表が必要である事が示された。

3.2.2 介護士の「コミュニケーションスキル評価票

（初版）」の作成

1）介護士の「コミュニケーションスキル評価票（初

版）」の作成方法

試案版作成により，NGTを使用した評価票の作成
の方法および，作成した評価票による介護士のコミュ
ニケーションスキル評価が可能であることが確認でき
た。そこで次に，評価の内容がより介護現場に即した
ものとなるよう，NGTの参加者を老健や病院に勤務
する臨床経験 5～ 7 年の ST5 名（ST6,7,8,9,10）とし，
司会は筆頭執筆者が，記録は第 2執筆者が行ない初版
を作成した。基本的には試案版作成時と同様の方法で，
K老健の 6 組の会話場面を使用し NGTを実施した。
初版の NGT参加者は，初版の作成に関わる ST5 名は
全員，今回はじめて本研究に参加する者である。
NGTを実施した結果，35 個の発言があり，各発言に

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　9（1） 91 － 110 2009

－ 99 －

項目番号� 評価項目�

1 介護者は対象者との適切な位置関係（身体的接触を含む）を保っているか�

2 介護者は対象者との間に適切なアイコンタクトをとっているか�

3 介護者は対象者に対して共感的に接しているか�

4 介護者は対象者の反応に合わせた関わり方をしているか�

5 介護者は対象者を尊重してその意思を確認しているか�

6 介護者は場の雰囲気を和ませるために工夫をしているか（笑わせようとするなど）�

7 対象者に笑顔がよく見られたか�

8 介護者は対象者の注意を引いて会話しているか�

9 介護者は対象者の名前を呼んで話しかけているか�

10 介護者は対象者がわかるようにジェスチャーやわかりやすい表現を使っているか�

11 介護者は対象者が選択肢をあげるなど答えやすい工夫をしているか�

12 介護者は対象者に適切なコミュニケーションモードを選ばせているか�

13 介護者と対象者とのやりとりとのバランスが適切か�

14 介護者は対象者の反応を待つ姿勢を示しているか�

15 介護者は対象者の沈黙に対して適切に対処しているか�

16 介護者は対象者の発話が聞き取れないとき聞き直そうとしているか�

17 介護者は画面（動画）の状況を説明しているか�

18 両者の間には画像について自然なやり取りが成立しているか�

19 画像に限らず、両者にとって身近な事へと話題が発展しているか�

20 全体としてみると、２人のコミュニケーションはうまく行っていたか�

表４　「コミュニケーションスキル評価票（試案版）」の評価項目
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1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

項目番号�

評
価
�

ST１ 支援前� ST１ 支援後�

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

項目番号�

評
価
�

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

項目番号�

評
価
�

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

項目番号�

評
価
�

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

項目番号�

評
価
�

ST２ 支援前� ST２ 支援後�

ST３ 支援前� ST３ 支援後�

ST４ 支援前� ST４ 支援後�

ST５ 支援前� ST５ 支援後�

図５　「コミュニケーションスキル評価票」＜試案版＞による STの介護士ｆに対する評価結果



対する投票による順位は表 5に示す通りであった。ま
た発言は参加者で意見交換を行った結果 9個のカテゴ
リーにわけることができ（表 6），試案版と同様に各
カテゴリーの代表的な下位概念を中心に評価の項目立
てを行った。項目の検討に際しては，試案版で支援効
果の測定に有効であると思われる項目が含まれている
かを確認し，また，試案版の改善点として項目数が多
いことがあげられたため，項目数を 17 個に絞り，最
後に総合評価の項目を追加し全 18 項目とした（表 7）。
試行版では「対象の利用者によっては評価に当てはま
らない項目がある」との指摘があったことより，「1.
そう思わない～ 5.そう思う」の 5段階評価の他に，評
価対象の利用者には「当てはまらない」ことを示す
「NA（Not applicable＝非該当）」を選択肢に追加した。
また，「質問項目の内容がわかりにくい」という点を
改善するために，全評価項目について内容をより具体
化し，また評価の目安となるよう「評価のポイント一
覧」を作成した（表 7）。「評価のポイント一覧」の作
成については，筆頭執筆者が試作後，NGTを実施し
た ST5 名と検討し，なるべく評価の内容が明確に把
握できるよう表現を修正した。
2）介護士の「コミュニケーションスキル評価票（初

版）」の試行

「コミュニケーションスキル評価票（初版）」を使
用し，試行版と同じく N G T に参加した S T ５名
（ST6,7,8,9,10）で再度 K老健で撮影した介護士 fと利
用者 Fとの支援前後の会話場面を観察し，介護士の
コミュニケーションスキルを評価した。評価者間のば
らつきは，全ての項目でばらつき幅が 2段階以内に収
まっているものの，ばらつき幅が 2段階あった項目が，
支援前に 8 項目，支援後に 10 項目あった。また，5

名の評価が一致した項目は支援前には 3項目，支援後
は 2項目のみであり，評価者間でばらつきがみられた。
初版より新たに設定した「NA（Not applicable＝非該
当）」の評価については，支援前後合わせて 3 項目の
みであったが，全て別々の項目であり，NAの判断基
準が統一されていないことが示唆された。
3）介護士の「コミュニケーションスキル評価票（初版）」

の改訂

初版の試行の結果に基づき，評価者間のばらつきが
2段階以上あった全ての項目について，評価者に評価
の根拠などを確認しながら 8項目について質問の表現
を修正し，3項目について「評価ポイント一覧」に加
筆した（表 8）。たとえば，初版では項目 5.「介護者
には対象者の反応を待つ姿勢がみられたと思います
か？」では，待つ姿勢はみられても，却って待つ時間
が長すぎると判断し低く評価した者もいたため，「介
護者が対象者の反応を待つ時間は適切だったと思いま
すか？」と表現を修正し，「評価ポイント一覧」に
「適切」の目安となる説明を加筆した。また「NA

（Not applicable＝非該当）」の判断についても，その
判断基準を記述した（ex.項目７）。
初版の内容を以上のように修正したものを改訂版と

した。
4）介護士の「コミュニケーションスキル評価票（改

訂版）」の試行

初版の改訂版を使用し再度初版と同じ介護士 fの支
援前後の会話場面を観察して介護士のコミュニケーシ
ョンスキルを評価した。その結果，ST5 名の評価のば
らつきを初版と比較すると（表 9），ST5 名全員の評
価が一致した項目は，支援前では 3項目から 5項目に，
支援後では 2 項目から 3 項目と若干増加した。また，
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1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

項目番号�

評価� 介護士f 支援前� 介護士f 支援後�

図６　｢コミュニケーションスキル評価票｣< 試案版 >による介護士 f の自己評価結果
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表５　初版作成時の発言内容と順位
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カテゴリー名� 発言内容�

雰囲気� 雰囲気 ex.利用者と介護士が一緒に笑い，気持ちを共有しているか�

利用者と介護士の座る位置．斜めで顔の見える位置に座るのと真横に座るのとでは印象が違う�

方言を使った方が親しみを感じる�

利用者とスキンシップをとりながら話す介護士と，少し距離をおいている介護士があった�

介護士の笑顔と笑い声や声の調子で，楽しい雰囲気になっている�

会話が多く成立していたペアは表情の変化も豊かになった�

介護士が利用者の残存能力をコミュニケーション手段（ex.ジェスチャー，書字）として，どれだけ使っているか�

視線を合わせる時，利用者が介護士に注目するように，介護士自身の顔を指さすなどの行為があった�

利用者の使えるコミュニケーション手段を上手に介護士が促せているかどうか�

指さしの促しはあったが，介護士がジェスチャーまで入れて利用者の理解を促せているペアは少なかった�

話しかけのなかでキーワードを大きめの声で強調する場面と，一本調子の場合がある�

利用者の言ったことを介護士がまとめて言うと，利用者も状況がわかって良い�

利用者が話していることについて，介護士がわかったという姿勢（頷きなど）があるかどうか�

利用者の言いたいことを聞くばかりでなく，疑問に思ったことを介護士の側から聞くことも大切なのではないか�

会話で感情を込めて共感してもらえると（同じような相づちでも），利用者は話を続けやすいのではないか

介護士に利用者の反応を待つ余裕があるか�

介護士の質問だけで会話をしているペアがあった�

画面の（次のカテゴリーへの）切り替えや終了を利用者に聞いている介護士と，一方的に決めてしまう�
介護士があった�
介護士の質問だけで会話が進み，利用者の反応（頷き）の本当の意味（YESか相づちか）を確認できない�
ままに進んでいくことがある�

介護士の方から話題の提供が，利用者への押しつけ（誘導）になっている場合もあった�

会話の主導権が介護士にある時は，質問攻めであったり，意見の押しつけになっていた印象がある　�

利用者が考えている途中に，介護士が別の質問をしたり，話がとんだりして，利用者が話題について�
いけない様子がみられた�

介護士の話すスピードによって利用者の反応に違いがあった�

Yes/Noで反応できる質問をする介護士が多かった�

Yes/Noではなく，二者択一の質問でうまく利用者の反応を引き出している介護士がおられた�

利用者が介護士の話しかけの理解があいまいなまま（確認することなく）話をすすめている場合がある�

利用者が聞こえていない，または理解できていない時，そのまま進める介護士と，言い換えたり耳の近く�
で言うなどわかりやすくする工夫をする介護士とがいた�

介護士の質問に対して利用者の返答がひとこと（１回のやりとり）で終わる場合と，やりとりが長く続く場合がある�

利用者のちょっとした反応やことばに気づけるか否かで雰囲気が変わる�

大体，介護士からの発信だが，利用者が発信者になった時に介護士がどう反応するか，発展させる事ができるか�

話題の発展�画面（子ども）の話題について話すペアと，そこから発展（逸脱）した話題を話すペアがある�

介護士の年齢によって人生の共有経験で会話がすすむ人と，（年齢的に内容がわからず）そうでない�
介護士があった�

長く会話ができている人は，写真から身近な情報（家族のことなど）を取り込むことができていた�

会話の糸口は介護士の側から投げかけることになるが，その利用者にあった投げかけができるか（画面�
以外の事）で変わってくる�

その他� 現実には介護士と利用者が１対１でゆっく話す機会がなく，そういう時間が必要だと思った�

話しかけ方�

利用者の受�
信に対する�
感受性�

利用者の発�
信に対する�
感受性�

非言語手段�
の利用�

利用者への�
フィードバ�
ック�

利用者の主�
体性の尊重�

表６　初版作成時のカテゴリー分類
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評価項目� 評価のポイント�

1
介護者は対象者の表出が理解できて�
いる時はうなずくなど明確にフィー�
ドバックをしていたと思いますか？�

2�
介護者は対象者の表出内容（非言語�
手段を含む）が理解できない時は適切�
に聞き返していたと思いますか？�

対象者の（ジェスチャーや絵・文字などの非言語手段を含む）表出が理解で�
きない時に、わかったふりをしてそのまま進めて後で話が混乱したり、逆に�
対象者の負担になるほど何度も聞き直すようなことがなく、適切な頻度で聞�
き直していたかどうか。�

3�

介護者は対象者の表出内容にまとま�
りがないときや矛盾する時には、確認�
するなど会話がスムーズにすすむよう�
な工夫をしていたと思いますか？�

対象者が安心して話を続けられるよう、介護者は理解していることを明確に�
示していたかどうか。�

会話が途中で混乱しないように、対象者の発信した内容を簡潔にまとめて確�
認したり、話が矛盾する場合には再確認するなど、会話がズムーズにすすむ�
工夫をしていたかどうか。�

4�
介護者は対象者の発語以外の表出にも�
注意をはらっていたと思いますか？�

対象者の表情、指さし、ジェスチャーなど非言語的な表出にも敏感に気づい�
て反応していたかどうか。�

5�
介護者は対象者の反応を待つ姿勢を�
示していたと思いますか？�

介護者は質問をした後など、対象者のペースに合わせて表出を待っていたか�
どうか。�

6�
介護者の位置や対象者との距離（物理�
的に）は適切だったと思いますか？�

介護者の位置は対象者の表情がよく見える位置や，声がよく聞こえる位置で�
あったかどうか．また，対象者に合わせて、（物理的に）適切な距離をた�
もっていたかどうか。�

7�

介護者は対象者が発語による表出が�
難しい時には、残存能力を活かせる�
コミュニケーション手段の使用を促�
していたと思いますか？�

対象者が発語によるコミュニケーションが難しい場合は、書字、ジェス�
チャー、描画やコミュニケーションノートなど、残存能力を活かせる非言語�
手段の使用を促していたかどうか。�

8�
介護者のことば遣いは適切であったと�
思いますか？�

対象者に対して、訓練的、指示的、荒っぽい、あるいは子ども扱いなど不適�
切なことば遣いをしていなかったかどうか。�

9�
介護者は対象者の注意を確認、あるい�
は喚起しながら話をしていたと思いま�
すか？�

対象者が介護者の話に注意をはらっているかを確認し、注意がそれているい�
る時には、名前を呼んだりスキンシップにより注意を喚起してから話しかけ�
ていたかどうか。�

10�
介護者は対象者の表出を促すような話�
しかけ方をしていたと思いますか？�

対象者が話題提供をできるような質問をしたり、発語が難しい場合には選択�
肢をあげたり、Yes/Noで返答できる質問形式にするなど、対象者の能力を考�
慮しながら表出を促していたかかどうか。�

11�
介護者は対象者の理解能力に合った�
話しかけ方をしていたと思いますか？�

対象者の聴覚理解が悪い場合には、短く簡潔な文章で話したり、文字や絵や�
ジェスチャ－を提示するなど、理解を促す配慮をしていたかどうか。�

12�
介護者は次の画面にすすむタイミング�
を対象者主体に決めていましたか？�

静止画で次の画面に進むタイミングを、ＳＴが一方的に決めるのではなく、�
対象者に相談あるいは了解をとっていたかどうか。�

13�
動画の時、介護者は対象者に動画の�
内容を説明していたと思いますか？�

対象者が動画や教示の内容を理解出来ていないと思われる時は、確認したり�
説明したりしていたかどうか。説明する必要がなかった場合はNA（必要な�
し）と記入。�

14�
話題は、画面の内容だけではなく対象�
者にとって身近なことも話題にしてい�
たと思いますか？�

話題が画面の内容だけにとどまらず、対象者の日常生活や家族についてな�
ど，身近な話題を取り入れようとしていたかどうか。�

15�
介護者と対象者とのやりとりのバラン�
スは適切だったと思いますか？�

どちらかが一方的に話し続けるとことがないよう、発話（含、非言語手段）�
のバランスに配慮していたかどうか。�

16�
介護者は対象者と一緒に考えたり笑っ�
たりするなど、共感的であったと思い�
ますか？�

対象者の思いや感情に合わせた共感的な対応であったかどうか。�

17�
全般的に二人の会話は楽しい雰囲気�
だったと思いますか？�

総合評価�

18
全体としてみると二人のコミュニケー�
ションはうまくいっていたと思います�
か？�

総合評価�

表７　評価のポイント（初版）
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改訂版� 初版� 改訂版�

評価のポイント�評価項目�

1�

介護者は対象者の表出�
(含，非言語表出)が理解�
できている時はうなずく�
など明確にフィードバック�
をしていたと思いますか？�

対象者が安心して話を続け�
られるよう、介護者は理解し�
ていることを明確に示してい�
たかどうか。�

対象者が安心して話を続けられるよう、理解している�
ことを明確に示していたかどうか。表出は指さし，表情，�
ジェスチャーなどの表出に対するフィードバックも含む。�

5�
介護者が対象者の反応�
を待つ時間は適切だった�
と思いますか？�

介護者は質問をした後など、�
対象者のペースに合わせて�
表出を待っていたかどうか。�

介護者は質問をした後など、対象者のペースに合わせ�
て表出を待っていたかどうか。待つ時間が短かすぎた�
り，逆に待つ時間が長すぎて利用者の負担になったり�
間延びていなかったかどうか。�

7�

介護者は対象者が発語�
による表出が難しい時に�
は、残存能力を活かせる�
コミュニケーション手段の�
使用を促していたと思い�
ますか？�

対象者が発語によるコミュ�
ニケーションが難しい場合�
は、書字、ジェスチャー、描画�
やコミュニケーションノート�
など、残存能力を活かせる�
非言語手段の使用を促して�
いたかどうか。�

対象者が発語によるコミュニケーションが難しい場合�
は、書字、ジェスチャー、描画やコミュニケーションノート�
など、残存能力を活かせる非言語手段の使用を促して�
いたかどうか。非言語手段を使う必要が無かった時に�
はＮＡ（必要なし）に記入。�

表８　評価項目の表現の改訂内容

ば�ら�つき�項目数� ％� 項目数� ％�

なし� 3 16.7% 5 27.8%
1段階� 7 38.9% 11 61.1%
２�段階� 8 44.4% 2 11.1%
３�段階� 0 0% 0 0%
４�段階� 0 0% 0 0%

合計� 18 100.0% 18 100.0%

ば�ら�つき�項目数� ％� 項目数� ％�
なし� 2 11.1% 3 16.7%
1段階� 6 33.3% 9 50.0%
２�段階� 10 55.6% 6 33.3%
３�段階� 0 0% 0 0%
４�段階� 0 0% 0 0%

合計� 18 100.0% 18 100.0%

初版� 改訂版�

支援前�

初版� 改訂版�

支援後�

表９　ST５名の評価のばらつきの変化



ばらつき幅が 1 段階の項目は支援前では７項目から
11 項目に，支援後では 6項目から 9項目に増加した。
これらの結果より，半数以上が 1段階のばらつきに収
まったため，本改訂版を完成版とし，本プログラムで
の「コミュニケーションスキル評価票」と「評価のポ
イント一覧」として使用することにした（資料 1，2）。

3.3 考察

本報告では，現在開発中の「介護士のコミュニケー
ションスキルアップ　プログラム」での中核となる介
護士の「コミュニケーションスキル評価票」の作成方
法とその経過および結果を述べた。
本研究で完成した評価項目の内容を客観的に評価す

るために，先行研究で認知症や失語症などのコミュニ
ケーション障害がある人の会話相手に求められる項目
として挙げられている内容と照らし合わせてみると，
保たれている能力を最大限活用することや認知のレベ
ルに応じたことばのかけ方や表出の促し 10），生活歴
に配慮して話すこと 11），非言語手段の活用や促し 12）

などが含まれていると考えられた。また，対人援助技
術の原則としてあげられることの多い「バイスティッ
クの 7原則」の中の個別化，意図的な感情表出，統制
された情緒関与，受容，非審判的態度，自己決定 13）

なども評価の基盤に入っていると考えられた。これら
のことから，本評価票はコミュニケーションに障害の
ある高齢者を介護する人のコミュニケーションスキル
を評価するにあたり，重要視されるべきポイントは含
んでおり，介護士の「コミュニケーションスキル評価
票」として有用なものであると考える。
コミュニケーションスキルの評価については，会話

場面の観察による場合その基準を統一することは現実
的にはかなり難しいため，本研究では，会話素材提供
ソフトを利用することによってコントロールを試み
た。本研究では評価者間のばらつきは最後までみられ
たが，支援前後のスキル習得の変化はある程度とらえ
られると思われた。しかし，今後はデータを蓄積し，
談話分析と評価点との関連などの分析に基づき，ある
程度の評価基準を統一していくことが評価の信頼性，
妥当性をあげる上で課題であると考える。また，評価
者にサンプルとなる会話場面の画像とスキル評価の例
を提示する方法も検討していく必要があると考える。

4 まとめ

本プログラムの特徴のひとつは，介護士と利用者が
パソコンのモニターに映し出される会話素材を基に話
を展開していく場面を録画し，その会話場面の観察に
より，介護士自身と STが共通の評価票を用いて，介
護士のコミュニケーションスキルを評価することであ
る。高橋は 14）質の高いケアを継続して提供するため

には職員教育を現場で実施し，｢気づきを築く｣ことの
大切さを主張しているが，本プログラムでは「コミュ
ニケーションスキル評価票」を使用し，介護士が自分
のコミュニケーションスキルを評価することで，適切
なコミュニケーションスキルにつながるポイントに気
づき，習得すべきコミュニケーションスキルの具体的
な把握につながると思われる。
高齢者施設においてコミュニケーション障害をもつ

利用者を主体とする質の高いサービスを提供するため
には，まず，利用者とのより良いコミュニケーションを
とれることが基本であると考える。しかし，綿森は 6），
認知症者の会話は表面的に会話が成り立っているよう
にみえるため日常接する介護者はコミュニケーション
の問題には気づいていないことが多いと指摘してお
り，老健などの高齢者施設では，介護士は会話ができ
ない認知症高齢者よりも会話ができる認知症高齢者の
方に頻回に言葉をかけ，相手を理解しようと心がけて
いることも報告されている 15）。その一方，高齢者施
設に行くと介護士から，コミュニケーション障害のあ
る利用者が一生懸命伝えようとする内容をわかってあ
げたい，という思いを聞くことも少なくない。そこで，
施設で生活をするコミュニケーション障害者により良
いサービスを提供するためには，介護士，STだけで
はなく，利用者に関わるすべての専門職者および家族
が日常レベルで連携することが重要となる。その際に
大切なことは，それぞれの専門性を尊重することであ
り，共通言語を使用し，対等な立場で取り組むことで
あると考える。しかし，必ずしもこの連携が有効に機
能しているとはいえないのが現状ではないだろうか。
このような現状を踏まえ，STはこれまでの障害のみ
に焦点をあてた言語訓練から，言語障害者をより広い
観点でコミュニケーション障害者として捉え，他職種
者や家族との連携を基盤として，コミュニケーション
活動を支援していく視点が重要であると考える。また，
これまでも研究データが多いとはいえない認知症のコ
ミュニケーションの特徴や談話分析などから，コミュ
ニケーション相手に必要とされる有効なスキルに関す
る研究 16）をさらにすすめることが今後の課題であろ
う。このような課題に対する研究をすすめるためにも，
本研究でのデータを蓄積していくことは重要であると
考える。
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評価項目� 評価�レ�ベル�

1�
介護者は対象者の表出（含，非言語表出）が理解できている時は、�
うなずくなど明確にフィードバックをしていたと思いますか？�

2�
介護者は対象者の表出内容（含，非言語表出）が理解できない時は�
適切に聞き返していたと思いますか？�

3�
介護者は対象者の表出内容にまとまりがないときや矛盾する時に�
は、話をまとめるなど会話がスムーズにすすむような工夫をしてい�
たと思いますか？�
�
�

4�
介護者は対象者の発語以外の表出にも注意をはらっていたと思い�
ますか？�

5�介護者が対象者の反応を待つ時間は適切だったと思いますか？�

6�
介護者は対象者と（物理的に）適切な距離を保っていたと思います�
か？�

7�
介護者は対象者が発語による表出が難しい時には、残存能力をい�
かせるコミュニケーション手段の使用を促していたと思いますか？�

8�
介護者は対象者に合わせた、適切な言葉遣いをしていたと思います�
か？�

9�
介護者は対象者の注意を確認、あるいは喚起しながら話をしていた�
と思いますか？�

10�
介護者は対象者の表出を促すような話しかけ方をしていたと思いま�
すか？�

11�
介護者は対象者の理解能力に合った話しかけ方をしていたと思い�
ますか？�

12�
介護者は次の画面（違うカテゴリーの静止画、あるいは動画）にす�
すむタイミングを対象者主体に決めていたと思いますか？�

13�
動画の時、介護者は対象者に動画の内容を説明していたと思いま�
すか？�

14�
話題は、画面の内容だけではなく対象者にとって身近なことも話題�
にしていたと思いますか？�

15�介護者と対象者とのやりとりのバランスは適切だったと思いますか？�

16�介護者は対象者に対して共感的であったと思いますか？�

17�全般的に二人の会話は楽しい雰囲気だったと思いますか？�

18�
全体としてみると二人のコミュニケーションはうまくいっていたと思い�
ますか？�

資料１　コミュニケーション・スキル評価票　 　　ST用�　　　　　�対象者�：�　　　　　　　　　　　　　　�　�　　　　　�回目�（支援前　・　支援後）�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

NA（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

どちらかといえば� どちらかといえば  
そう思わない�　�そう思わない�　�どちらともいえない�　�そう思う� そう思う�

資料１　コミュニケーション・スキル評価票　ST用
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評価項目� 評価のポイント�

1

介護者は対象者の表出(含，非�
言語表出)が理解できている時�
はうなずくなど明確にフィード�
バックをしていたと思いますか？�

対象者が安心して話を続けられるよう、理解していることを明確に�
示していたかどうか。表出は指さし，表情，ジェスチャーなどの表出に�
対するフィードバックも含む。�

2

介護者は対象者の表出内容�
（含，非言語手段）が理解でき�
ない時は適切に聞き返していた�
と思いますか？�

対象者の（ジェスチャーや絵・文字などの非言語手段を含む）表出が�
理解できない時に、わかったふりをしてそのまま進めて後で話が混乱�
したり、逆に対象者の負担になるほど何度も聞き直すようなことがなく、�
適切な頻度で聞き直していたかどうか。�

3

介護者は対象者の表出内容に�
まとまりがないときや矛盾する�
時には、確認するなど会話がス�
ムーズにすすむような工夫をし�
ていたと思いますか？�

会話が途中で混乱しないように、対象者の発信した内容を簡潔に�
まとめて確認したり、話が矛盾する場合には再確認するなど、会話が�
ズムーズにすすむ工夫をしていたかどうか。�
�

4
介護者は対象者の発語以外の�
表出にも注意をはらっていたと�
思いますか？�

対象者の表情、指さし、ジェスチャーなど非言語的な表出にも敏感に�
気づいて反応していたかどうか。�

5
介護者が対象者の反応を待つ�
時間は適切だったと思います�
か？�

介護者は質問をした後など、対象者のペースに合わせて表出を待って�
いたかどうか。待つ時間が短かすぎたり，逆に待つ時間が長すぎて�
利用者の負担になったり間延びていなかったかどうか。�

6
介護者の位置や対象者との距�
離（物理的に）は適切だったと�
思いますか？�

介護者の位置は対象者の表情がよく見える位置や，声がよく聞こえる�
位置であったかどうか．また，対象者に合わせて、（物理的に）適切な�
距離をたもっていたかどうか。�

7

介護者は対象者が発語による�
表出が難しい時には、残存能力�
を活かせるコミュニケーション手�
段の使用を促していたと思いま�
すか？�

対象者が発語によるコミュニケーションが難しい場合は、書字、�
ジェスチャー、描画やコミュニケーションノートなど、残存能力を活かせる�
非言語手段の使用を促していたかどうか。�

8
介護者のことば遣いは適切で�
あったと思いますか？�

対象者に対して、訓練的、指示的、荒っぽい、あるいは子ども扱いなど�
不適切なことば遣いをしていなかったかどうか。�

9
介護者は対象者の注意を確認、�
あるいは喚起しながら話をして�
いたと思いますか？�

対象者が介護者の話に注意をはらっているかを確認し、注意がそれて�
いるいる時には、名前を呼んだりスキンシップにより注意を喚起してから�
話しかけていたかどうか。�

10
介護者は対象者の表出を促す�
ような話しかけ方をしていたと�
思いますか？�

対象者が話題提供をできるような質問をしたり、発語が難しい場合�
には選択肢をあげたり、Yes/Noで返答できる質問形式にするなど、�
対象者の能力を考慮しながら表出を促していたかかどうか。�

11
介護者は対象者の理解能力に�
合った話しかけ方をしていたと�
思いますか�

対象者の聴覚理解が悪い場合には、短く簡潔な文章で話したり、�
文字や絵やジェスチャ－を提示するなど、理解を促す配慮をしていた�
かどうか。�

12
介護者は次の画面にすすむタ�
イミングを対象者主体に決めて�
いましたか�

静止画で次の画面に進むタイミングを、ＳＴが一方的に決めるのでは�
なく、対象者に相談あるいは了解をとっていたかどうか。�

13
動画の時、介護者は対象者に�
動画の内容を説明していたと�
思いますか？�

対象者が動画や教示の内容を理解出来ていないと思われる時は、�
確認したり説明したりしていたかどうか。説明する必要がなかった場合�
はNA（必要なし）と記入。�

14
話題は、画面の内容だけでは�
なく対象者にとって身近なこと�
も話題にしていたと思いますか？�

話題が画面の内容だけにとどまらず、対象者の日常生活や家族につい�
てなど，身近な話題を取り入れようとしていたかどうか。�

15
介護者と対象者とのやりとりの�
バランスは適切だったと思いま�
すか？�

どちらかが一方的に話し続けるとことがないよう、発話（含、非言語手段）�
のバランスに配慮していたかどうか。�

16
介護者は対象者と一緒に考え�
たり笑ったりするなど、共感的�
であったと思いますか？�

対象者の思いや感情に合わせた共感的な対応であったかどうか。�

17
全般的に二人の会話は楽しい�
雰囲気だったと思いますか？�

総合評価�

18
全体としてみると二人のコミュ�
ニケーションはうまくいっていた�
と思いますか？�

総合評価�

＊評価の内容が対象者にあてはまらない時は「ＮＡ」(Not Applicable）に○をつけ、�
その理由を（　　）にご記入下さい。�

例）　項目７：（発語以外のコミュニケーション手段の使用を促す）必要がなかった。�

共通確認事項：適切な対応をしようとする意思や努力はみられるが，結果的にうまくできていない場合の�
評価は｢どちらともいえない｣とする。�

資料２　コミュニケーション・スキル評価ポイント一覧　（ST用）
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Abstract

When older adults in need of nursing care have communication disorders, caregivers may experience difficulty

communicating with them. As a consequence, caregivers' stress may increase and opportunities for older adults to enjoy

communication interaction with staff and/or friends may decrease. As the number of speech-language-hearing therapists

(ST) who work in long- term care facilities increases, cooperation with caregivers has become a new theme for STs to solve.

This motivated us to design a communication skill-up program for caregivers. This program focuses on improving the

caregiver's communication skill to meet the communication needs of older adults. In this paper we describe the outline of

this program and the process of developing an evaluation form for communication skill of caregivers. Once developed, such

a form can serve for STs to check modifiable communication behavior of caregivers. It can also serve as a self-evaluation

tool for caregivers to check their own communication behavior. 

In order to determine appropriate items for this form, we asked experienced STs to write down their impressions on

videotaped conversation scenes between the residents and the caregivers of a facility for older adults. Nominal group

technique, which is a consensus method, was used to extract relevant characteristics of their conversations. Through this

procedure, an eighteen-item questionnaire "evaluation form for communication skill of caregivers" was developed. 

Key words : communication skill,  communication disorders,  caregivers, speech-language-hearing therapists,

evaluation form for communication skill


