生活科学研究誌・Vol. 4（2005）《人間福祉分野》

介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用
における自己効力感の構成要素
橋本

力、 岡田

進一、 白澤

政和

大阪市立大学大学院生活科学研究科

The Structure of a Self-Eﬃcacy Scale Concerning Utilization of
Informal Supports by Care Managers
Chikara HASHIMOTO, Shinichi OKADA and Masakazu SHIRASAWA

Graduate School of Human Life Science, Osaka City University
Summary
The purpose of this study was to identify the structure of a self eﬃcacy scale concerning utilization
of informal supports by care managers who work under the public long-term care insurance program
in Japan. The research design was a cross-sectional survey using mailed questionnaire. Participants
in the study were 137 care managers in Osaka City. The response rate was 34. 3 %. In order to clarify
the structure of the self-eﬃcacy scale, the principal component analysis with Varimax rotation was
conducted. As a result of the analysis, the structure of the self-eﬃcacy scale was composed of 3
factors: Self-eﬃcacy concerning utilization of supports by friends and neighbors, self-eﬃcacy concerning
utilization of supports by volunteers, and self-eﬃcacy concerning utilization of supports by family
members. In general, care managers had low self-eﬃcacies concerning utilization of informal supports,
because of being busy in coordinating formal services, cost administration and so forth, and because of
having limited experiences of utilization of informal supports.
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Ⅰ．はじめに

可能性が高い 3 ）との指摘がなされている。

する要として位置付けられている介護支援専門員は、要

であり、その視点はケアマネジメントにある。

援護高齢者の生活ニーズに合致した支援ができるよう、

ケアマネジメントにおいて、要援護高齢者の自立生活支

さらなる質の向上が求められている。

援を捉えた際、活用する社会資源は制度的に活用できる

介護保険制度において要援護高齢者の自立生活を支援

介護支援専門員の役割は要援護高齢者の自立生活支援

しかし、現在、介護支援専門員は保険給付管理業務な

フォーマル・サービスだけでなく、インフォーマル・サ

どの事務処理に多くの時間をとられ 1 ）、要援護高齢者を

ポートの活用も含まれ、またそれらの社会資源の開拓も

支援するにあたって最も重要な業務であるケアプランの

業務であるとされている 4 ）。

作成に割く時間も十分に取れないとされている 2 ）。その

介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用に関

結果、介護支援専門員は介護保険給付内サービスを受け

する研究として、ケアプランにインフォーマル・サポー

るためだけの手続きとして、その機能をとどめてしまう

トを組み込んだ事例研究がなされており、インフォーマ

（1）
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ル・サポートを活用することにより、利用者の介護保険

業所につき 1 名、計400名の介護支援専門員を調査対象

費用の抑制、要援護高齢者の心理面での安心感の維持、

とした。

不安感の軽減などの成果が報告されている 。

調査方法は、自記式調査質問紙を用いた無記名の郵送

5）

このようなインフォーマル・サポートの支援における

調査を行った。各事業所の介護支援専門員あてに調査票

有効性を認識した活用は、要援護高齢者の自立生活支援

を郵送し、複数人の介護支援専門員が配置されている場

を目的とする介護支援専門員にとって重要な視点である

合においては、回答者の選択は事業所に一任することと

といえる。

した。

介護支援専門員は今後、介護保険給付サービスだけ
ではなく、必要に応じて要援護高齢者の生活を取り巻く

調査期間は2004年11月 4 日から11月25日までであり、
回収数は137通、回答率は34. 3 % であった。

家族、近隣、友人、ボランティアなどのインフォーマル
な社会資源を活用する能力を身に付けることが必要であ

2

概念定義と測定尺度

り、その能力を高めるにあたっての規定要因を明らかに

2−1

インフォーマル・サポートの概念

していくことは今後の急務の課題であるといえる。しか

インフォーマル・サポートの概念は、ソーシャル・サ

し現在、介護支援専門員によるインフォーマル・サポー

ポートの狭義の概念として捉える事ができる。ソーシャ

ト活用に関する量的な実証研究はほとんど行われていな

ル・サポートとは「対人関係からもたらされる、手段的・

い。

表出的な機能を持った援助 ｣ 9 ） と定義することができ、

そこで本研究では、個人の行動変容に影響を与えると
言われている自己効力感に焦点をあて、介護支援専門員

そのサポート提供源としてフォーマル・サービスとイン
フォーマル・サポートに区別することができる。

のインフォーマル・サポート活用における自己効力感を
捉えることを目的とする。

フォーマル・サービスとは、行政によるサービスや職
員、認可や指定を受けた民間機関・団体のサービスや職

自己効力感とは社会的学習理論において展開されてき

員のこと10） を指し、介護保険制度においては、介護保

た概念であり、ある状況において必要な行動を効果的に

険給付サービスなどがそれにあたる。一方、インフォー

遂行できるという自己の確信を意味する 。

マル・サポートとは要援護高齢者の家族、親戚、近隣、

個人がこのような自己効力感を自ら認識することは、予

友人、またボランティアといった明確に制度化されてい

測される状況を管理するのに必要な行動を計画したり、

ない当事者組織や相互扶助団体等などからのサポートを

実行したりするための能力に影響を与えるとされ 7 ）、自

意味する11）。

6）

己効力感を高く有するものは、自分の能力をうまく働か

またソーシャル・サポートの概念定義の共通した特徴

せて困難に立ち向かい、さらに一層努力していくように

として、そのサポートの内容である機能面とサポートの

なるとされている 。

提供源である構造面の両面から捉えられているという特

8）

このことは、介護支援専門員の場合においても、イン

徴がある12）。サポートの内容である機能面においては、

フォーマル・サポート活用における自己効力感の有無が

手段的サポートと情緒的サポートに、また構造面におい

インフォーマル・サポートの活用能力に影響を与える可

ては、先に示したフォーマル・サービスとインフォーマ

能性があることを示唆している。

ル・サポートに大別される。本研究では、介護支援専門

以上のことから本研究では、「介護支援専門員のイン

員が活用するインフォーマル・サポートについて焦点を

フォーマル・サポート活用における自己効力感」の程度

あてているので、測定尺度として構造面はインフォーマ

の現状を知るために、「介護支援専門員のインフォーマ

ル・サポートに限定している。

ル・サポート活用における自己効力感」を測定するため

以上の概念定義を参考に、本研究においてもインフォ

の項目尺度を開発し、その尺度の内容妥当性および信頼

ーマル・サポートの概念を機能面と構造面から捉えるこ

性（内的一貫性）を検討することを目的とする。

ととする。なお、本研究においては、機能面であるサポ
ート内容に関しては手段的サポートとして身体介助、家

Ⅱ．研究方法
1

事支援の 2 領域、情緒的サポートにおいては、情緒的支

調査対象および調査方法

援の 1 領域を設定した。また構造面であるサポート源に

調査対象は、2004年10月21日時点において WAM

関しては、インフォーマル・サポートに限定し、家族、

NET に登録されている大阪府大阪市の居宅介護支援事

近隣、友人、ボランティアの 4 領域を設定した。

業所880 ヶ所のうち、400 ヶ所を無作為に抽出し、各事
（2）
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2−2

自己効力感の概念

ランティアの 4 領域からなる各サポート源から「支援の

自己効力感とは社会的学習理論において展開されてき

協力が得られるように調整する自信はありますか」とい

た概念であり、Bandura により提唱された自己効力感の

う質問文に対し、
「 1 ．まったくない（ 1 点）」から「 4 ．

定義として、ある状況において必要な行動を効果的に遂

ある（ 4 点）」の 4 段階からなる回答選択肢を設定し、

行できるという自己の確信であるとされている 。この

4 点満点で得点化した。

13）

ような自己効力感を高く有し、自らが知覚することは、

なお調査項目に関しては、本研究で用いた調査票の原

個人の行動に影響を与え、ある課題や特定場面などにお

案作成段階で高齢者福祉学領域における研究者によるエ

ける自己の対処能力を高めるとされている。

キスパートレビューを受け、最終案を作成した。また、

自己効力感の測定尺度として、ある課題や特定場面に

介護支援専門員資格を持ち、実際に介護支援専門員業務

限定し測定を試みた尺度と日常生活の様々な状況におけ

を行っている介護支援専門員 2 名からも調査票の内容に

る個人の一般的な自己効力感を測定した尺度

ついてのレビューを受け、修正を加えた。

14）

がある

が本研究では、介護支援専門員が要援護高齢者を支援す
る際のインフォーマル・サポート活用における「自己効

よって本研究で用いた調査票は、少なくとも表面的妥
当性を有していると考えられる。

力感」に特化し、「介護支援専門員のインフォーマル・
サポート活用における自己効力感」を捉えることとする。

3

分析方法

「介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用に
2−3

測定尺度：
「介護支援専門員のインフォーマル・

サポート活用における自己効力感」

おける自己効力感」の構造を明らかにするために、バリ
マックス回転を伴う主成分分析を行った。また、主成分

以上をもとに、本研究では「介護支援専門員のインフ

分析の結果をもとに、内的一貫性をクロンバッハのα係

ォーマル・サポート活用における自己効力感」の操作的

数から確認した。これらの作業により、本研究で設定し

定義として、「介護支援専門員が要援護高齢者を支援す

た「介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用に

る際に、身体介助、家事支援、情緒的支援のそれぞれに

おける自己効力感」の尺度の内容妥当性および信頼性を

おいてインフォーマル・サポートを活用することにより

確認することとした。

解決しなければならない必要性に迫られた際、家族、近

さらに「介護支援専門員のインフォーマル・サポート

隣、友人、ボランティアのインフォーマル・サポートか

活用における自己効力感」の程度の現状を把握するため

ら支援の協力が得られるように調整し、解決を図る自信

に、内容妥当性および信頼性が確認された「介護支援専

の程度」と定義づけることとした。

門員のインフォーマル・サポート活用における自己効力

その際「介護支援専門員のインフォーマル・サポート

感」の各因子の合計得点を、それらを構成する項目数で

活用における自己効力感」の操作的定義で示した、「身

除し、平均値を算出した。なお、調査データの統計解析

体介助、家事支援、情緒的支援のそれぞれにおいてイン

には、SPSS10.0 for windows を用いた。

フォーマル・サポートを活用することにより解決しなけ
ればならない必要性に迫られた際」として、「利用者が
経済的な理由や介護保険給付サービス利用限度額を使い

Ⅲ．分析結果
1

調査対象者の基本属性

きっている」、「利用者が専門職によるサービス介入を拒

調査対象者の基本属性について、「性別」は、男性が

否している」、「利用者がインフォーマルなサポートによ

17.5%、女性が82.5% であった。「年齢」は、40〜49歳

る支援を望んでいる」の 3 つの例を設定し、質問票に示

代が40.1% と最も多く、次いで30〜39歳代が27.7% であ

すこととした。

った。介護支援専門員資格以外に所持する資格を複数回

以上のようにあらかじめ、インフォーマル・サポート

答で尋ねたところ、看護師・准看護師の資格を有する者

活用の必要時を具体的に 3 つ例題として提示し、そのよ

が全体の37.5% と最も多く、次いで介護福祉士の資格を

うな状況下で身体介助、家事支援、情緒的支援のそれぞ

所持する者が32.4% であった。

れにおいて、家族、近隣、友人、ボランティアの各イン

「医療・保健・福祉に関する業務に従事した経験年数」

フォーマル・サポートを活用する自信がどの程度あるの

は、10〜20年未満が46.0% と最も多く、次いで 5 〜10年

かをたずねた。

未満が32.1% であった。「介護支援専門員としての経験

回答選択肢に関しては身体介助、家事支援、情緒的支
援の 3 領域のサポート内容ごとに家族、近隣、友人、ボ

年数」は、 4 年以上が27.0% と最も多く、次いで 3 〜 4
年未満が22. 6 % であった（表 1 ）。

（3）
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表1

で尋ねたところ、訪問介護事業所を併設する事業所が全

介護支援専門員基本属性単純集計

体の60.0%、次いで通所型ケア施設が34.8%、在宅介護
支援センターが22.2% であった。
回答者を含めた「介護支援専門員の配置数」について
尋ねたところ、 2 人が28.7％と最も多く、次いで 1 人と
いう回答が27.9％であった。総数の内訳として、専任の
介護支援専門員数は、 1 人が40.2％と最も多く、次いで
2 人という回答が17.4％であった。兼任の介護支援専門
員数は、 0 人が45.0％と最も多く、次いで 1 人という回
答が27.5％であった。
雇用形態については、常勤専任が66.2％と最も多く、
次いで常勤兼任が25. 7 ％であった（表 2 ）。

3 「介護支援専門員のインフォーマル・サポー
ト活用における自己効力感」の構成内容（主成
分分析結果）
「介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用に
おける自己効力感」として設定した12項目が、実際に
はどのような構造になっているのかを明らかにするため

2

調査対象者の所属機関基本特性

に、バリマックス回転を伴った主成分分析を行った。そ

「 母 体 機 関 」 に つ い て は、 株 式 会 社・ 有 限 会 社 が
41. 9 % と最も多く、次いで社会福祉法人が26. 5 %、医

の結果、 3 つの因子が抽出され、累積寄与率は73. 5 ％
であった。

療法人が21. 3 % であった。「併設する機関」を複数回答
表2

所属機関基本特性単純集計

第 1 因子は、「身体介助において近隣の支援を活用す
る自信」「家事支援において友人の支援を活用する自信」
「家事支援において近隣の支援を活用する自信」「身体介
助において友人の支援を活用する自信」「情緒的支援に
おいて近隣の支援を活用する自信」「情緒的支援におい
て友人の支援を活用する自信」の 6 項目で構成されてい
た。よって、この因子を【友人・近隣による支援を活用
する自信】と解釈した。また第 1 因子として構成された
6 項目のクロンバッハのα係数を求めたところ 0 .907を
示し、信頼性（内的一貫性）が確認された。
第 2 因子は、「家事支援においてボランティアの支援
を活用する自信」「身体介助においてボランティアの支
援を活用する自信」「情緒的支援においてボランティア
の支援を活用する自信」の 3 項目で構成されていた。よ
って、この因子を【ボランティアによる支援を活用す
る自信】と解釈した。また第 2 因子として構成された 3
項目のクロンバッハのα係数を求めたところ 0 .883を示
し、信頼性（内的一貫性）が確認された。
第 3 因子は、「情緒的支援において家族の支援を活用
する自信」「家事支援において家族の支援を活用する自
信」「身体介助において家族の支援を活用する自信」の
3 項目で構成されていた。よって、この因子を【家族に
よる支援を活用する自信】と解釈した。また第 3 因子と

（4）
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表3

介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用における自己効力感の主成分分析の結果

して構成された 3 項目のクロンバッハのα係数を求めた

の平均値を見ていった。その結果、 4 点満点中【友人・

ところ 0 .820を示し、信頼性（内的一貫性）が確認された。

近隣による支援を活用する自信】が 2 .28点、【ボランテ

最後に、抽出された12項目全体のクロンバッハのα係数

ィアによる支援を活用する自信】が 2 .54点、【家族によ

を求めたところ、12項目全体では 0 .912を示した。以上

る支援を活用する自信】が 2 .92点であった。「介護支援

の結果から、本研究で設定した「介護支援専門員のイン

専門員のインフォーマル・サポート活用における自己効

フォーマル・サポート活用における自己効力感」の尺度

力感」の12項目全体の平均値は、2 .58点であった（表 4 ）。

は信頼性（内的一貫性）を有した尺度であると判断した

Ⅳ．考察

（表 3 ）。

4 「介護支援専門員のインフォーマル・サポー
ト活用における自己効力感」の程度の現状（単
純集計結果）

1 「介護支援専門員のインフォーマル・サポー
ト活用における自己効力感」の構成内容
本研究では、「介護支援専門員のインフォーマル・サ
ポート活用における自己効力感」を機能面と構造面から

「介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用に

捉えることとした。機能面に関しては、身体介助、家事

おける自己効力感」の程度の現状を把握するために、内

支援、情緒的支援の 3 領域を設定し、構造面に関しては、

容妥当性および信頼性を確認した【友人・近隣による支

家族、近隣、友人、ボランティアの 4 領域を設定した。

援を活用する自信】、【ボランティアによる支援を活用す

そしてこれらをもとに作成した質問項目を、介護支援専

る自信】、【家族による支援を活用する自信】の各 3 因子

門員資格を持ち、実際に介護支援専門員業務を行ってい

表4

介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用における自己効力感の単純集計結果

（5）
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る介護支援専門員 2 名、そして高齢者福祉学領域におけ

として抽出された。

る研究者からエキスパートレビューを受け修正を加えた

「介護の社会化」が目指されている今日において、在

のち、尺度としての内容妥当性を検討するために主成分

宅福祉サービスに関するボランティアは、その多くが

分析を行った。

明確な目的を有する組織化された団体として存在してい

その結果、第 1 因子では【友人・近隣による支援を活

る。このような在宅福祉サービスにおける活動を目的と

用する自信】、第 2 因子では【ボランティアによる支援

したボランティア団体は、要援護高齢者のニーズに対応

を活用する自信】、第 3 因子では【家族による支援を活

できるようにボランティア自身の学習やトレーニングが

用する自信】の 3 因子が抽出された。「介護支援専門員

必要であり、組織の維持・継続に関しては、事務、財務

のインフォーマル・サポート活用における自己効力感」

やソーシャルワーカーや医師といった専門家集団を含め

の構造として抽出されたそれぞれの因子は、サポート源

た事業体としての活動およびサポートが必要とされてい

ごとにまとまる結果となった。

る17）。このような性質を持つ組織に関しては、フォーマ

社会資源論の視点として、福祉専門職が支援時におい

ル・サービスの特徴も有しており、このように組織を中

て活用する社会資源を、その供給主体から分類する枠組

心とした活動を行い、組織のそれぞれが独自の支援目的

みがある15） が、本研究においても、介護支援専門員が

や支援方法を有して活動しているボランティア団体にお

支援時において活用するインフォーマル・サポートをサ

いては、フォーマル・サービスとインフォーマル・サポ

ポート源ごとの性質の違いにより捉えていることがうか

ートの境界領域に属する18）サポート源であるといえる。

がえた。

このようなボランティアの特徴が、介護支援専門員がイ

第 1 因子の【友人・近隣による支援を活用する自信】は、

ンフォーマル・サポートを社会資源として活用するにあ

友人と近隣からの支援の活用がひとつのまとまりとして

たって、他のインフォーマル・サポートと区別して認識

抽出された。

している要因となっていると考えられる。

当初、「介護支援専門員のインフォーマル・サポート

第 3 因子の【家族による支援を活用する自信】は、家

活用における自己効力感」を測定するにあたって、友

族からの支援の活用がひとつのまとまりになり抽出され

人と近隣は構造面において別の領域として設定していた

た。

が、主成分分析の結果から、介護支援専門員が要援護高

高齢者はサポート提供者として、家族などの親族を最

齢者を支援する際に活用するインフォーマル・サポート

も好み、ついで友人などの順に階層的にサポート提供者

として友人と近隣を同じ領域のサポート源として捉えて

を選択していくとされており19）、家族は要援護高齢者の

いることがうかがえた。

ニーズを捉えた場合において欠かすことができないイン

高齢者にとって近隣は地理的近接性を契機とした社会

フォーマル・サポートであるといえる。

関係であり、友人においては高齢者本人の選択による付

また、介護保険制度が導入された以降の厚生労働省に

き合い、すなわち選択縁による関係であるといえる16）。

よる「平成13年国民生活基礎調査」においても要援護高

介護支援専門員が要援護高齢者の在宅生活を支援するに

齢者の介護者は78.6％が親族であり、介護保険制度以前

あたって、このような友人や近隣を有効な社会資源とし

と同様、同居の場合に関しては家族が介護の主体を担っ

て活用する場合、近隣は要援護高齢者と同じ生活圏域に

ていることには変化がないとされている20）。

所在しているのと同時に、要援護高齢者と以前から良好

このように、介護の社会化が目指される今日において

な関係を持っている友人であるという二重の関係にある

も、要援護高齢者の在宅生活を支援するにあたって、家

からこそ、支援の協力が可能であると考えられる。

族からの支援の協力は不可欠であり、介護支援専門員は

つまり介護支援専門員が要援護高齢者の在宅生活を支

インフォーマル・サポート活用において、家族の活用を

援するにあたって、活用しうるインフォーマル・サポー

重要なインフォーマル・サポートとして認識していると

トとして友人、近隣をみた時、双方は独立したサポート

考えられる。

源ではなく、要援護高齢者と良好な人間関係にあり、ま
た要援護高齢者の生活圏域の近くに所在しているという
密に関連しあったものとして認識されていると考えられ

2 「介護支援専門員のインフォーマル・サポー
ト活用における自己効力感」の程度の現状

る。

「介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用に

第 2 因子の【ボランティアによる支援を活用する自信】
は、ボランティアからの支援の活用がひとつのまとまり

おける自己効力感」の程度の現状を把握するために、主
成分分析により導き出された【友人・近隣による支援を

（6）
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活用する自信】、【ボランティアによる支援を活用する自

家族の活用における自己効力感を高めている要因になっ

信】、【家族による支援を活用する自信】の各 3 因子の平

ていると考えられる。

均値を見ていった。その結果、 4 点満点中【友人・近隣

また最も平均値が低かったのは【友人・近隣による支

による支援を活用する自信】が2.28点、【ボランティア

援を活用する自信】の程度であった。高齢者の近隣、友

による支援を活用する自信】が2.54点、【家族による支

人関係について扱った研究において、近隣や友人に負担

援を活用する自信】が2.92点であった。また 3 因子合計

の重い手段的サポートを期待することは難しいとされて

の全体的な平均点は、2.58点であった。

いる25）。このことは、インフォーマル・サポートを活用

「介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用に

する立場にある介護支援専門員においても同じく、要援

おける自己効力感」の程度を考察するにあたって、その

護高齢者の身体介助など負担の重い支援に関して、友人

比較対象となる介護支援専門員によるインフォーマル・

や近隣を活用し、継続的な協力を得ることは実際の支援

サポート活用の自己効力感を扱った先行研究が現在多く

においても難しいと考えられる。そのことを示すように

はないため、本研究では「介護支援専門員のインフォー

友人や近隣による支援を活用する自己効力感は、身体介

マル・サポート活用における自己効力感」の程度を測る

助において「友人の支援を活用する自信」が2.11点、
「近

にあたって設定した回答選択肢から考察を行うこととし

隣の支援を活用する自信」が2.12点と共に低い平均点を

た。本研究では、 4 段階からなる回答選択肢を設定して

示していた。

おり、「まったくない」に 1 点、「あまりない」に 2 点、
「少しある」に 3 点、「ある」に 4 点と 4 点満点で得点化
することとした。その結果、「介護支援専門員のインフ

Ⅴ．本研究の意義と今後の課題

現在の介護保険制度において要援護高齢者の自立生活

ォーマル・サポート活用における自己効力感」の程度は

支援の要として位置付けられている介護支援専門員を対

全体的にみて 2 点台であり、回答選択肢において「あま

象に、本来ケアマネジメントにおいて必要だと言われて

りない」と「少しある」の間に位置していた。このこと

いるインフォーマル・サポート活用についての自己効力

から本研究における「介護支援専門員のインフォーマル・

感を尋ねることができたことは本研究において意義深い

サポート活用における自己効力感」の程度は全体的にみ

事だと言える。また「介護支援専門員のインフォーマル・

て高くはないと判断することとした。現状において、介

サポート活用における自己効力感」の程度の現状を把握

護支援専門員は保険給付管理業務などの事務処理に多く

するにあたっての測定尺度の信頼性、内容妥当性の確認

の時間を割かれる上、職場によっては兼任を余儀なくさ

が行われたことは、今後の「介護支援専門員のインフォ

れる場合もあり 、ケアプランにインフォーマル・サポ

ーマル・サポート活用における自己効力感」のさらなる

ートが意識的に組み込まれている事は少ない

尺度開発においての基礎となるものだと考えられる。

21）

22）

ことが

指摘されている。自己効力感に最も影響を与える要因と

また本研究における課題として、本研究の調査対象者は

して「遂行行動の達成」、つまり自ら実際に行動し、直

大都市の介護支援専門員に限定されたものであり、本調

接体験する「成功体験」があげられる

が、介護支

査の結果を全国の介護支援専門員へと一般化することは

援専門員が保険給付管理業務などの事務処理に追われる

できないことが挙げられる。今後、非都市部の介護支援

多忙な中、介護保険給付サービスのフォーマル・サービ

専門員においても同様の調査を行い、都市部における介

ス提供に終始し、インフォーマル・サポートを活用して

護支援専門員のインフォーマル・サポート活用における

いない現状が「介護支援専門員のインフォーマル・サポ

自己効力感との比較検討を行う必要がある。

23）24）

ート活用における自己効力感」の程度に影響を与えたと
考えられる。

また「介護支援専門員のインフォーマル・サポート活
用における自己効力感」の測定尺度のさらなる精査も必

しかし【家族による支援を活用する自信】においては

要であると考えられる。本調査において、サポート源の

2.92点と比較的高い平均点を示していた。このことは「平

一つとして設定した家族は、同居または別居の違いを尋

成13年国民生活基礎調査」において要援護高齢者の介護

ねていない。高齢者のサポートの入手先において家族が

者は78.6％が親族であるとの調査結果が示しているよう

もっとも先に選択されるといった階層補完モデルも、そ

に、介護保険制度施行以降においても家族は要援護高齢

れが世帯類型によっては異なるとの報告もなされている

者の介護に深く関わっており、介護支援専門員は要援護

26）

高齢者を支援するにあたって普段から家族の支援の協力

要援護高齢者と家族のサポート関係において質的、量的

を得ている可能性が高いことが推測される。そのことが

に違いがあることを意味し、介護支援専門員が要援護高

。このことは、同居家族の場合と別居家族の場合では、

（7）

生活科学研究誌・Vol. 4（2005）

齢者の支援にあたって家族を活用する際においても、家

11）白澤政和：前掲書，115

族の活用の頻度、容易さなどにおいて違いを生む可能性

12）権泫珠：日韓での高齢者に対するソーシャルサポー

があることを示唆している。このような課題を踏まえて、

トの概念とその測定方法

今後さらなる「介護支援専門員のインフォーマル・サポ

題，児童・家族相談所紀要，19，78-80（2002）

ート活用における自己効力感」の測定尺度の検討が求め

13）祐宗省三，原野広太郎，柏木恵子，春木豊：前掲書，

られる。

その特徴と今後の研究課

35-37
14）坂野雄二，東條光彦：一般性セルフ・エフィカシー

引用文献（Endnotes）

尺度作成の試み，行動療法研究，12（ 1 ），73-82（1986）

1 ）高野龍昭：介護支援専門員の混乱を整理する，訪問
看護と介護， 6 （ 1 ），60-61（2001）

16）古谷野亘，安藤孝敏：『新社会老年学

2 ）袖井孝子：21世紀の高齢者「ケア」を問う
険制度の点検

15）白澤政和：前掲書，115-118

介護保

ライフのゆくえ』，ワールドプランニング，東京，

利用者本位の視点から，老年社会科

学，23（ 3 ），316（2001）

133-137（2003）
17）杉岡直人：新たな社会福祉サービス供給組織とボ

3 ）高良麻子：介護支援専門員のあり方に関する一考
察

ランティア活動− NPO 法案をめぐる動きと課題−，

北米のケースマネジメント資格制度との比較か

ら，ソーシャルワーク研究，26（ 1 ），60-61（2000）
4 ）大橋謙策：21世紀の高齢者「ケア」を問う
険制度の点検

社会福祉研究，71，41-42（1998）
18）椋野美智子：インフォーマルケアの行方と地域社会

介護保

地域福祉の視点から，老年社会科学，

23（ 3 ），310-311（2001）
5 ）『2003年度

シニア・

の機能強化，生活協同組合研究，19（2000）
19）古谷野亘，安藤孝敏：前掲書，112-113
20）服部万里子：家族介護の変化と課題−介護保険制度

地域における保健・医療・福祉サービ

の関連から−，社会福祉研究，88，67-68（2003）

スの総合的提供とインフォーマルセクターを組み

21）高良麻子：前掲書，60

込んだプランニング研究と地域モデル形成事業報告

22）『2003年度

書』，生協総合研究所，東京，97-111（2004）

地域における保健・医療・福祉サービ

スの総合的提供とインフォーマルセクターを組み

6 ）祐宗省三，原野広太郎，柏木恵子，春木豊：『社会

込んだプランニング研究と地域モデル形成事業報告

的学習理論の新展開』，金子書房，東京，35-37（1985）
7 ）本明寛，野口京子監訳：
『激動社会の中の自己効力』，

書』，前掲書，まえがき
23）祐宗省三，原野広太郎，柏木恵子，春木豊：前掲書

金子書房，東京， 3 （1997）

40-41

8 ）祐宗省三，原野広太郎，柏木恵子，春木豊：前掲書
106

24）本明寛，野口京子監訳：前掲書， 3 - 4
25）古谷野亘，安藤孝敏：前掲書，134

9 ）稲葉昭英：ソーシャル・サポート研究の展開と問題，

26）野口裕二：高齢者のソーシャルネットワークとソー

家族研究年報，17，67（1992）

シャルサポート−友人・近隣・親戚関係の世帯類型

10）白澤政和：『ケースマネージメントの理論と実際』，

別分析−，老年社会科学，13，91（1991）

中央法規出版，東京，115（1992）

介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用
における自己効力感の構成要素
橋本

力， 岡田

進一， 白澤

政和

要旨：本研究の目的は、介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用における自己効力感の程度の現状を知る
ための項目尺度を開発し、その内容妥当性および信頼性（内的一貫性）を検討することである。大阪府大阪市の居
宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員400名を対象に、自記式調査質問紙を用いた郵送調査を行ったところ、
（8）
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有効回答率は34.3％、有効回答者数は137名であった。
介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用における自己効力感の測定尺度として、機能面においては身体
介助、家事支援、情緒的支援の 3 領域、構造面においては家族、友人、近隣、ボランティアの 4 領域からなる計12
項目を設定し、主成分分析（バリマックス回転）を行った。その結果、介護支援専門員のインフォーマル・サポー
ト活用における自己効力感の構成要素として、【友人・近隣による支援を活用する自信】、【ボランティアによる
支援を活用する自信】、【家族による支援を活用する自信】の計 3 因子が抽出された。
また抽出された因子ごとの平均値を見た結果、 4 点満点中、【友人・近隣による支援を活用する自信】が2.28
点、【ボランティアによる支援を活用する自信】が2.54点、【家族による支援を活用する自信】が2.92点であり、
全体的に見て、介護支援専門員のインフォーマル・サポート活用における自己効力感が高くはない現状が伺えた。
このことは、介護支援専門員が保険給付管理業務などの事務処理に追われる多忙な中、介護保険給付サービスのフ
ォーマル・サービス提供に終始し、インフォーマル・サポートを活用していない現状が「介護支援専門員のインフ
ォーマル・サポート活用における自己効力感」の程度に影響を与えていると考えられる。

（9）

