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Abstract
The purpose of this study was to grasp the current state of the role conﬂict for a coordinator in a
home-help service and elucidate its factor structure. Sixty chief helpers in home-help service in Osaka
Prefecture were examined by cross-sectional survey with called questionnaire. The response rate was
73. 3 %.
Based on speciﬁc attributes, we designed a 13-item study of role conﬂict for a coordinator. From
a factor analysis result of the data, 4 factors were identiﬁed for coordinator s role conﬂict. These
included role conﬂict by the confrontation of client s proﬁt and the judgment of persons concerned
（F 1 ）, role conﬂict by the diﬀerence of recognition of needs（F 2 ）, role conﬂict by the diﬀerence of
use intentions to services among client and his family（F 3 ）, role conﬂict by the confrontation between
the esteem of self-decision and the obligation of the profession（F 4 ）. In particular,（F 1 ）was the main
role conﬂict for a coordinator. These conﬂicts were explained by the confrontation of the value that
directs the practice of the role.
Coordinators need the ability to establish consensus with care manager and other care staﬀ, and the
ability of advocacy for the client, and these are expected to be reﬂected in the training curriculum for a
coordinator.
Keywords：ホームヘルプサービス，サービス提供責任者，役割葛藤 , 倫理的ジレンマ , コーディネーション，
Home help service, Chief helper, Role conflict，Ethical dilemma， Coordination

Ⅰ．はじめに

仕組みがサービスの供給システムに位置づけられたと同

アメリカでは1991年12月に連邦政府により患者自己決

時に、サービス提供体制の効率性が求められるようにな

定法（Patient Self Determination Act）が施行されたこ

った。これらを契機として、ケア専門職は倫理的課題に

とを契機に、医療・保健・福祉領域におけるケア専門職

一層向き合うことになり、とりわけ、在宅高齢者の場合、

の倫理のあり方が問い直され、今日に至るまで実践上お

加齢に伴う精神・身体機能の低下によって意思決定が困

よび研究上の継続的な課題となっている 。一方、わが

難であることが多く、ケア専門職の判断はなおさら複雑

国においても、社会福祉基礎構造改革によって、利用者

となる可能性が高い 2 ）。また、ケアとは徹底的に個別化

の自己決定を支援する仕組みやサービスの質を確保する

された「今、ここ」における応答であるとされ、その人

1）

（1）
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の存在そのものに個別に応答する行為が、サービスの標

ーの役割葛藤について共通認識をはかるために、回答を

準化や客観的評価と相容れない点にケア専門職による価

求めることに先立って、コーディネーターとしての倫理

値判断の根本的課題がみてとれる 。

と役割に関して概説し、予備調査で得られた役割葛藤の

3）

ところで、介護保険制度下における訪問介護事業所に

実例を示した（注 1 ）。

は、介護福祉士資格などを要件とするサービス提供責任

調査にあたっては、研修内容を検討する段階で、本調

者（以下、コーディネーター）を配置することが義務づ

査の趣旨と目的について研修の主催者に口頭および文書

けられている。コーディネーターは、訪問介護計画の作

で説明して了解を得た。また、研修当日に参加者に対し

成を通してホームヘルプサービスを調整する役割や、訪

て調査協力の依頼を行う際には、回答を拒むことができ

問介護員（以下、ヘルパー）に対する技術指導などスー

ることを説明し、回答者の自由意思を尊重するようにし

パーバイザーとしての役割をにない、①支援関係形成機

た。さらに、回答者と所属機関の匿名性が確保されるよ

能、②ホームヘルプサービスの調整機能、③マッチング

う無記名で回収することとし、得られた回答をすべてデ

機能、④ヘルパー支援機能、⑤連携・協働機能を有して

ータ化することによって、回答者を特定できないような

いる。また、そのような役割実践には、介護技術や家事

倫理的配慮を行った。

援助技術などのケアワークの中核的な技法に加えて、コ
ーディネーションやスーパービジョンなどのソーシャル
ワークの技法が用いられている

4）

。これらの複数の役

2 ．コーディネーターの役割葛藤に関する概念
整理

割を有しているコーディネーターは、本人やヘルパーや

役割葛藤（Role conﬂict）の定義はKahnによる定義が

ケアマネジャーから多様な役割期待が寄せられ、ケア専

広く支持されているが、それによると、「組織構造によ

門職として何らかの役割葛藤に直面していることが推察

って規定された役割と、ある個人にとってとり得る別の

されるが、役割遂行に求められる資質が体系的に明らか

役割との間の葛藤」であり、「 2 つ以上の一方に従えば

にされていないことに加えて、その研修機会も十分に確

一方には従うことが困難な役割が同時に存在する状態」

保されていない。そこで、コーディネーターが経験する

とされる 5 ）。

役割葛藤の現状を把握することは、役割実践上の倫理的

一方、役割葛藤に類似した概念に倫理的ジレンマ

課題を予測し、高齢者の権利や尊厳を守るというケア専

（Ethical dilemma）や価値葛藤（Value conﬂict）があ

門職としての本来の役割を再認識することにつながる。

る。ソーシャルワークにおける倫理を体系的に研究した

さらに、コーディネーターに対する現任者研修のカリキ

Reamerによれば 6 ）、倫理的ジレンマとは「ソーシャル

ュラム構築に向けた視角を提示することが可能になると

ワーカーが専門職の義務と価値との衝突に出会い、どち

思われる。

らかを優先して決定しなくてはならないときに生じるも

このようなことから、本研究の目的を、ホームヘルプ

の」と定義される。また、価値葛藤は専門職的価値・個

サービスにおけるコーディネーターの役割葛藤の構造に

人的価値・文化的宗教的価値の対立によって生じるもの

ついて探索的に明らかにすることとする。なお、役割葛

とされ、「ソーシャルワーク実践における中核的な諸価

藤を明らかにするにあたっては、ソーシャルワークや看

値間の葛藤は、困難な決定を必要とする倫理的ジレンマ

護などの隣接領域の先行研究を参照しながらコーディネ

を定期的に産み出している」として、倫理的ジレンマと

ーターに固有の役割葛藤の経験頻度を測定する尺度を作

価値葛藤の包摂関係が指摘されている。

成し、それを用いることとする。

看護領域での倫理研究の第一人者であるFryによると
7）

Ⅱ．研究方法

、倫理的ジレンマは「看護婦の行為を決めるうえで

2 つもしくはそれ以上の倫理原則が相互に矛盾している

1 ．調査対象および調査方法

状況」と定義され、価値葛藤は「個人あるいは集団にと

大阪府介護福祉士会に所属するケアワーカーのうち、

って重要と思われている 1 つ以上の価値（道徳的信念・

訪問介護事業所のサービス提供責任者60人を対象とし、

態度・基準）の間で反対・衝突する状況」と定義され

訪問介護員や運営管理者などを兼任している者も含め

る。また、看護職が直面する倫理的問題には、倫理的側

た。自記式質問紙を用いた留め置き調査法により、2004

面のみならず、管理的側面、関係性的側面、法的側面が

年11月 6 日に大阪府介護福祉士会が主催する現任者研

含まれ、そのような側面を視野に入れた価値葛藤は倫理

修の研修会場で実施した。回収された質問紙は44票であ

的ジレンマよりも幅広い概念として示されている。この

り、回収率は73. 3 ％であった。なお、コーディネータ

ようなことから、ケア専門職の倫理的ジレンマは価値葛

（2）
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藤に内包される概念であるといえる。

の対立、⑦所属機関との葛藤である 14）。植田は介護支

次に、役割葛藤と価値葛藤の概念関係を整理する。

援専門員が直面する価値葛藤について、①費用抑制や効

上述したように、役割葛藤とは 2 つ以上の役割行動の選

率性を求める社会的価値から生じる葛藤、②顧客確保を

択肢がある状態とされ、その選択肢には異なる価値観が

求める組織の集団的価値から生じる葛藤、③クライエン

付随し

トのジェンダー観など個人的価値から生じる葛藤を例示

8）

、「価値は行為選択のための基準」

9）

とされ

る。よって、ケア専門職をとりまくさまざまな価値、倫

している15）。

理原則、社会規則は、役割を遂行するための判断基準で

一方、看護の領域では、1990年代初頭より看護教育の

あり、価値と倫理と役割は意思決定過程に連続性をもっ

分野で倫理的問題についての関心が高まり、看護職に多

て位置づけられる

。また、多様な役割期待を有する

様な役割と責任が拡大されるにつれて倫理的ジレンマに

ケア専門職が特定の役割を遂行するにあたっては、ケア

関する実践研究が多く蓄積されてきた。勝原は、看護部

マネジメントシステムや所属機関の意思決定の影響を受

長を対象とする質的調査によって倫理的ジレンマを引き

けることが免れられない。

起こす17種類の道徳的欲求とその対立構造を明らかにし

10）

このようなことから、ケア専門職の意思決定過程に

た。それらは、市民や女性としての個人に求められる要

おいて判断基準の対立構造に焦点をあてたものが「価値

求、患者の生命や権利を守るという看護職に求められる

葛藤」であり、役割期待の対立構造に焦点をあてたもの

要求、組織の利益や労働者の権利を守るという経営者に

が「役割葛藤」として整理される。本研究においては、

求められる要求、医師と協調するなどの組織人に求めら

役割間・価値間の対立構造を探索的に把握するために、

れる要求、文化規範や法を守る要求などである 16）。ま

役割葛藤と価値葛藤を一体的に捉えることとする。そこ

た、看護主任を対象とする質的調査を行った本間は役割

で、本研究における役割葛藤の定義を「本人、家族、ヘ

葛藤のレベルについて、①行動や経験における葛藤、②

ルパー、所属機関、ケアマネジャー、他職種、他機関、

意見や価値観における葛藤、③気持ちの葛藤、④知識の

制度・供給システムなどとの関係において、複数の役割

葛藤、⑤感覚的経験の葛藤の 5 つに整理した 17）。さら

が期待される中で、ある役割を遂行しようとすると、他

に、訪問看護ステーションの管理者を対象とする面接調

の役割と矛盾や対立が生じ、それらを同時に遂行できな

査を実施した若松は、倫理的原則からみたジレンマと、

い状態」とし、役割葛藤の根底にある価値葛藤も視野に

患者・家族・医師・他の患者との関係性からみたジレン

入れて検討する。

マに大別したうえで、在宅ケアに特有のものとして、医
療行為に関する認識を巡って看護職と医師が一致しない

3 ．コーディネーターの役割葛藤に関する質問
項目

ことによるジレンマを指摘している18）。
以上の先行研究にみられる役割葛藤のうち、在宅高齢

ケアワーク領域における役割葛藤に関する先行研究

者の生活支援にあてはまるものを選択した。また、予備

は、医療的ケアなど特定の支援場面に限定されたものや

調査で行った自由記述回答の結果を参考にしながら、コ

、離職意向との関連を明らかにする研究がみられ

ーディネーターに特有の役割葛藤を付け加えた。最終的

11）12）

るものの

13）

、在宅高齢者を支援するケアワーカーの役

に作成された13項目について、先行研究で示されている

割葛藤を包括的に把握する研究はみられない。そこで、
隣接領域のケア専門職にみられる役割葛藤に関する国内
の実証研究を参照しながら、コーディネーターが経験す
る役割葛藤の内容を検討した。
1990年代後半より沖田によってケアマネジャーが経
験する倫理的ジレンマに関する研究が体系的になされて
きた。介護保険制度施行後に介護支援専門員を対象とし
て行われた質的調査では、倫理的ジレンマに関する 7 つ
の概念が示され、それらは①「高齢者の自律性援助」と
「援助する義務」の対立、②介護サービス計画における
本人と家族の不一致、③「在宅介護の継続」と「施設入
所」の対立、④異なる専門職間の葛藤、⑤組織間関係の
葛藤、⑥ケアマネジメントにおける情報提供と秘密保持
（3）

表1

コーディネーターの役割葛藤に関する質問項目

生活科学研究誌・Vol. 4（2005）

分類方法に沿って、19）20）21）、表 1 のとおり、関係形成

表2

回答者の属性

の対象別（本人、家族、ヘルパー、所属機関、ケアマネ
ジャー、他職種、他機関、制度・供給システム）に整理
した。質問文は「〜のような葛藤を経験したことがあり
ますか」とし、回答選択肢は「いつもある（ 5 点）」か
ら「まったくない（ 1 点）」の 5 段階リッカートスケー
ルとし、経験の頻度を 5 点満点で得点化した。

4 ．分析方法
コーディネーターが経験する役割葛藤の構造を把握
するために、プロマックス回転を伴う主成分分析を行
った。また、役割葛藤間の関連をみるために、因子間
の相関分析を行った。さらに、役割葛藤の経験の現状
を把握するために、因子別に平均値を算出した。その
際、因子別の合計得点を項目数で除したものを平均値と
して示した。なお、これらの統計解析には、SPSS for
Windows12.00を用いた。

Ⅲ．結果

1 ．回答者の属性
回答者の属性を表 2 に示す。回答者の所属機関の設置

主体は「社会福祉法人」が38.6％であり、 9 割を超える
事業所が居宅介護支援事業所としても指定されていた。
回答者の平均年齢は44.2歳であり、所持資格は「ホーム
ヘルパー 1 級」が59.1％、「介護福祉士」が36. 4 ％で
あった。兼任業務については、「訪問介護員」を兼任す
る者が70. 5 ％、「運営管理者」が20.5％であった。コ
ーディネーターとしての経験年数は「 2 年未満」が40.9
％であった。担当ケース数は「21〜40件」が40.9％と最
も大きな割合を占め、訪問介護計画の作成割合について

るニーズの相違による葛藤」「ヘルパーへの指示内容と

は「すべてのケース」が40.9％であった。

ヘルパーによる実践内容の相違による葛藤」「ヘルパー
に関する役割認識の相違による葛藤」の 3 項目であり、

2 ．役割葛藤に関する主成分分析の結果

『ニーズに関する認識の相違による役割葛藤』と名づけ

コーディネーターが経験する役割葛藤の構造を把握す

た。

るために、役割葛藤に関する13項目でプロマックス回転

第 3 因子は「家族介護への依存と本人のサービス拒

を伴う主成分分析を行った。その結果、表 3 の通り 4 因

否による葛藤」「本人の意向に反して家族がサービスを

子が抽出され、累積寄与率は71. 9 ％であった。

拒否することによる葛藤」「本人の意向に反して家族が

第 1 因子は「ケアプランの変更を要請しても反映され

サービスを希望することによる葛藤」の 3 項目であり、

ないことによる葛藤」「所属機関の運営方針と本人の利

『本人と家族のサービス利用意向の対立による役割葛

益の確保の対立による葛藤」「情報提供の責務とプライ

藤』と名づけた。

バシー保護の対立による葛藤」「ケアマネジャーから情

第 4 因子は「自己決定の尊重と安全確保の義務の対立

報が提供されないことによる葛藤」「本人と家族の利害

による葛藤」「業務範囲外のニーズの充足と制度を遵守

の対立による葛藤」の 5 項目であり、『本人の利益と関

する義務の対立による葛藤」であり、『自己決定の尊重

係者の判断の対立による役割葛藤』と名づけた。

と専門職の義務の対立による役割葛藤』と名づけた。

第 2 因子は「本人の希望とコーディネーターが把握す
（4）

これらの因子の分類を 2 名の研究者とともに検討した
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表3

コーディネーターの役割葛藤に関する主成分分析の結果

5 の通り、平均値の高いものは第 4 因子『自己決定の尊
重と専門職の義務の対立による役割葛藤』の 4 .05であ
り、次いで、第 2 因子『ニーズに関する認識の相違に
よる役割葛藤』の 3 .89、第 1 因子『本人の利益と関係
者の判断の対立による役割葛藤』の 3 .39であった。一
方、平均値の最も低いものは第 3 因子『本人と家族のサ
ービス利用意向の対立による役割葛藤』の 3 .30であっ
た。
表5

因子別平均値

Ⅳ．考察

1 ．コーディネーターの役割葛藤の構造

ところ、それらの分類が妥当であることを確認した。ま

質問項目を検討する段階では、家族、ヘルパー、ケア

た、 4 因子についてCronbachのα係数を算出したとこ

マネジャーなど、コーディネーターが関係を形成する対

ろ、『自己決定の尊重と専門職の義務の対立による役割

象別に役割葛藤が経験されると仮定した。しかし、主成

葛藤』の信頼性が 0 .58と比較的に低く、項目数も少な

分分析の結果によると、第 3 因子『本人と家族のサービ

かったことから、この尺度についてはさらなる精選の余

ス利用意向の対立による役割葛藤』を除くすべての因子

地が残されている。しかしながら、13項目全体のそれは

において、関係形成の対象を横断する項目から構成され

0 .85と高い値を示したため、内的一貫性があると判断

ていた。これは、本研究において役割葛藤に関する尺度

された。

を検討する際に、役割葛藤の根底にある価値葛藤を視野
に入れたために、コーディネーターの有する価値の特性
に沿って項目が収束したことによると考えられる。つま

3 ．因子間の相関分析の結果
コーディネーターの役割葛藤間の関連をみるために、

り、コーディネーターの役割葛藤は、家族、ヘルパー、

4 つの因子間で相関分析を行った。その結果、表 4 のと

ケアマネジャーなどの特定の関係との対立によるではな

おり、第 4 因子『自己決定の尊重と専門職の義務の対立

く、役割実践を方向づける価値の対立によって説明され

による役割葛藤』と一部の因子との間を除くすべての因

ることが示された。そのような価値の対立に着目しなが

子間に正の相関がみられた。とくに、第 1 因子『本人の

ら、コーディネーターの役割葛藤の因子構造について以

利益と関係者の判断の対立による役割葛藤』は、他のい

下に考察を加える。
第 1 因子『本人の利益と関係者の判断の対立による役

ずれの因子との間にも相関が確認された。
表4

割葛藤』は、本人の利益の確保という価値を巡って、コ

因子間の相関分析の結果

ーディネーターと関係者の判断が対立する際に経験され
る役割葛藤が収束した。ホームヘルプサービスを調整す
る段階での意思決定過程においては、家族の意向や所属
機関の運営方針から免れることは難しい。とりわけ、ケ
アプランと訪問介護計画が連動してサービスが提供され
ることから、ケアプランの実施に関して権限を有するケ
アマネジャーの判断はコーディネーターの役割に大きな

4 ．因子別の平均値
コーディネーターの役割葛藤に関する経験頻度を比較

影響をもたらすといえる。

するために、因子別に平均値を算出した。その結果、表
（5）

第 2 因子『ニーズに関する認識の相違による役割葛
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藤』には、本人のニーズを巡って、本人、コーディネー

に沿ったものであるといえる。また、役割葛藤にはコー

ター、ヘルパーの 3 者間の認識が一致しない際に経験さ

ディネーターの有するケア専門職としての価値認識が反

れる役割葛藤が収束した。ニーズは直接的にケアを行う

映されていると考えられ、役割葛藤を知覚し、それに対

ヘルパーによって充足され、ニーズの変化はヘルパーを

峙することを肯定的にとらえる視点が示された。

介してコーディネーターに伝えられることから、ヘルパ
ーとの認識の不一致が、ニーズの尊重という価値を脅か

2 ．コーディネーターの役割葛藤の関連性

すことが示された。また、予備調査では「入浴介助でサ

コーディネーターの役割葛藤に関する因子別平均値は

ービスに入っているが、利用者本人が体力の低下を理由

3 .30以上であり、いずれもの因子間に高い相関がみら

に風呂に入りたがらず、 1 ヶ月間も入浴しないことがあ

れることから、図 1 に示すようにコーディネーターはこ

る。」という回答がみられ、本人の自由意思に委ねて消

れらを一体的に経験しているといえる。以下に 4 因子の

極的介入にとどめるべきか、積極的に介入するべきかと

関連性について考察を加える。

いう困難な判断が求められる場面に直面していることが

第 1 因子『本人の利益と関係者の判断の対立による

うかがえた。本人の生活観や生活様式には文化的背景が

役割葛藤』は、他のいずれもの因子との間に相関がみ

強く影響し、本人の価値規範とケア専門職の価値規範と

られ、その因子寄与率が最も高いことから、コーディネ

の対立が引き起こされやすい。このような倫理的ジレン

ーターの中核的な役割葛藤ととらえられ、それは連携実

マの対立構造は「自己決定と父権的保護主義」

また

践に付随することが示された。他職種との役割葛藤はケ

と命名され、ソーシ

ア理念の相互理解の不足に起因するとされ 26）、とりわ

ャルワーク実践やケアマネジメメント実践で確認されて

け、ケアマネジャーとの連携上の困難感は相互の役割の

いるものと一致する。

曖昧さによると指摘されている 27）。よって、生活様式

は「自律性と干渉主義の対立」

23）

22）

第 3 因子『本人と家族のサービス利用意向の対立に

の個別性を尊重しながら日常生活の継続を支援するとい

よる役割葛藤』には、サービス利用意向の尊重という価

うホームヘルプサービスの理念および役割を 28）、訪問

値を巡って、本人と家族の対立がもたらす役割葛藤が収

介護計画に反映させながら関係者と合意を形成すること

束した。社会的介護サービスが普及したとはいえ、在宅

が役割葛藤の軽減につながるといえる。

における高齢者介護の大半は家族によって提供され、介
護計画の内容にも家族の意向が大きく影響する

第 4 因子『自己決定の尊重と専門職の義務の対立によ

。一

る役割葛藤』は因子別平均値が最も高かったものの、第

方、ケア専門職も家族介護者に対して一定のケア役割を

1 因子との間にしか相関がみられなかった。第 2 因子や

期待していることが否めず、互いのケア役割に関する認

第 3 因子にみられる役割葛藤は家族の意向やヘルパーに

識の不一致が役割葛藤をもたらしているといえる。

よる認識との相違によって経験されるが、第 4 因子の役

24）

第 4 因子『自己決定の尊重と専門職の義務の対立に

割葛藤はコーディネーターをとりまく制度や規範との対

よる役割葛藤』では、本人の意思を尊重することと、運

立によってもたされる点で異質であると考えられる。介

営基準の遵守やリスクマネジメントなどの専門職として

護保険制度下においては、ケア専門職の裁量が制限され

の義務が対立する際に生じる役割葛藤が収束した。予備
調査では、「利用者からのニーズに十分応えていきたい
が、業務範囲が限定されていて制度上できないことが多
く、それを補完する社会資源が不足していることにも葛
藤を感じる。」という回答がみられ、コーディネーター
は個別なニーズを充足する役割を本人から期待される一
方で、組織や社会から運営基準の遵守や安全確保を要請
され、葛藤が生じやすい状況がうかがえた。このような
結果は、法制度を吟味しながらもそれを遵守しなければ
ならないという、Reamerによって指摘されたソーシャ
ルワーカーの二律背反性に同調するものであった25）。
コーディネーターが経験するこれらの役割葛藤は、ケ
ア専門職のジレンマに関する先行研究で示された概念と
部分的に一致していることから、ケア専門職の役割特性
（6）

図1

コーディネーターの役割葛藤の構造

鳥海：ホームヘルプサービスにおけるコーディネーターの役割葛藤の構造−サービス提供責任者の役割実践に焦点をあてて−

る傾向にあり、予備調査からも介護報酬外のニーズや医

アプローチを検討するためには、役割葛藤に影響を与え

療的ニーズが充足できないことによるジレンマが多く示

る個人要因および環境要因を明らかにすることが必要で

された

。制度の限界に常に直面しているコーディ

ある。本研究結果からは、コーディネーターの役割葛藤

ネーターの役割葛藤には、本人中心の支援システムの構

は様々な職種がかかわる相互作用のなかで生成すると考

築や新たな社会資源の開発に繋がるニーズが潜在してい

えられるため、それらの内実をひもとくための質的調査

ると考えられ、それらをケアマネジメントシステムの改

に取り組むことが今後の課題である。

（注 2 ）

善に反映させる仕組みが求められる。
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本研究の目的は、ホームヘルプサービスにおけるコ

提供責任者の皆様に御礼申し上げます。また、貴重な助

ーディネーターの役割葛藤の構造を明らかにすることで

言をいただきました岡田進一先生（大阪市立大学大学院

あり、『本人の利益と関係者の判断の対立による役割葛

助教授）、役割葛藤に関する概念整理に際して協力を得

藤』、『ニーズに関する認識の相違による役割葛藤』、

ました蘇珍伊氏（大阪市立大学大学院後期博士課程）、

『本人と家族のサービス利用意向の対立による役割葛

樽井康彦氏（同前期博士課程）に深謝いたします。な

藤』、『自己決定の尊重と専門職の義務の対立による役

お、本研究は平成16年度（財）社会福祉振興・試験セン

割葛藤』の 4 因子が抽出された。これらは、利益の確保

ター研究委託事業「ソーシャルワーカーとケアワーカー

や自己決定の尊重などのようなコーディネーターの有す

の役割葛藤および倫理的ジレンマに関する研究」（研究

る価値特性によって説明され、それらの価値の実現と対

代表者：白澤政和）の一部として実施した。

立するような役割期待が寄せられる場面で役割葛藤が経

注釈

験されることが明らかになった。
ジレンマを認識する能力は個人の教育的背景が影響す

1 ）2004年10月 4 日にK市の訪問介護事業所に所属する

るとされ 29）、本研究結果より明らかになった役割葛藤

サービス提供責任者および訪問介護員47人を対象と

に潜在する価値葛藤の構造を見出すことのできるよう、

する定性調査を行い、経験したことのある役割葛藤

ケア専門職の倫理的感受性を洗練させ、倫理的な意思決

の内容を自由記述回答で尋ねたところ、127件の回

定を行う能力を養うことは専門職養成上の課題である。

答が得られた。

また、コーディネーターの役割葛藤の特性からは、他職

2 ）2005年 3 月末に、爪切りや薬の内服介助などの「医

種に対して意思決定の判断根拠を示しながら合意を形成

療行為」についての範囲を見直し、一部を除外して

する能力や、本人の権利や利益を擁護するアドボカシー

ヘルパーなどにもできるようにする方針が厚生労働

の能力が求められていることが明らかになった。専門職

省より示されたが、本調査はそれ以前に行われたも

団体や公的機関においては、それらを視野に入れながら

のであり、本研究結果には一切反映されていない。

現任者研修のカリキュラムを構築し、研修機会を保障し
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ホームヘルプサービスにおけるコーディネーターの役割葛藤の構造
−サービス提供責任者の役割実践に焦点をあてて−
鳥海

直美

要旨：本研究の目的は、ホームヘルプサービスにおけるコーディネーターの役割葛藤の現状とその構造を明らかに
することである。大阪府下の訪問介護事業所のサービス提供責任者60人を対象として自記式質問紙による留め置き
調査を実施したところ、有効回答率は73. 3 ％であった。先行研究より、コーディネーターが経験する役割葛藤の内
容を検討し、経験頻度を尋ねる13項目を尺度とした。
その結果、
『本人の利益と関係者の判断の対立による役割葛藤』、
『ニーズに関する認識の相違による役割葛藤』、
『本
人と家族のサービス利用意向の対立による役割葛藤』、『自己決定の尊重と専門職の義務の対立による役割葛藤』の
4 つの因子が抽出され、とりわけ、『本人の利益と関係者の判断の対立による役割葛藤』がコーディネーターの役割
葛藤の中核的なものであることが示された。また、コーディネーターの役割葛藤は、役割実践を方向づける価値の
対立によって説明されることが示された。
コーディネーターの役割葛藤の特性からは、他職種に対して意思決定の判断根拠を示しながら合意を形成する能
力や、本人の権利や利益を擁護するアドボカシーの能力が必要とされ、それらを研修カリキュラムに反映させるこ
とが求められる。
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