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目的　在宅介護においてホームヘルパーへのニーズは年々高まる一方であるが，その業務は個別性
が高く，より複雑で柔軟な対応が求められる。本研究においては，このようなことをかんがみ，
業務を楽観的に捉え，ストレスフルな状況をプラスに変えていけるような態度や価値観にはど
のような要因が関連しているのかに関して検討することを目的とした。

方法　Ａ県内の訪問介護事業所から無作為抽出した600人を対象とする自記式郵送調査を行った。
有効回収数は149通，有効回収率は24.8％となった。質問項目はホームヘルパーの「介護業務
において感じる困難性を肯定的，楽観的に解釈する態度，および人生における価値や学びを見
いだす姿勢」を測定する尺度である「ヘルパー業務楽観的態度」15項目，性別，年齢，最終学
歴，研修への自主的な参加の有無，ヘルパー業務継続に対する意識であった。統計分析におい
ては「ヘルパー業務楽観的態度」について，「困難の楽観的解釈」「人生における利得感」「自
己成長感」を潜在変数とする 3因子 2次因子モデルを設定し，確証的因子分析を行った。また，
構造方程式モデルを用いて適合度と各変数間の関連性を確認した。

結果　欠損値のない131人のデータを用いて，「ヘルパー業務楽観的態度」に対して確証的因子分析
を実施した結果，統計学的な水準を満たし，構成概念妥当性が支持された。また尺度の
Cronbachのα係数はすべての因子において0.855以上を示した。さらに「ヘルパー業務楽観的
態度」と「最終学歴」「研修への自主的な参加の有無」「ヘルパー業務継続に対する意識」の間
には，有意な関連が確認された。

結論　本尺度はホームヘルパーの利用者に対する支援や業務で起こりうる出来事に対して取り組む
際の肯定的な見方や楽観的態度を測定する尺度として十分な妥当性と信頼性を有しているとい
える。また，自発的に学ぶ姿勢があると研修参加によって獲得することが多く，そのような視
点で業務を遂行することで困難状況にあっても楽観的なあるいは柔軟的な解釈や態度が身につ
くと予測される。さらに業務継続に対する強い意志があるとこのような楽観的態度が養われて
いくのではないかと考える。今後の課題としては因果関係の明瞭さを高めるため，質問項目を
吟味し，調査を拡大して実施することが求められる。
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Ⅰ　緒　　　言

　予想以上の独居高齢者や要援護高齢者の増加
により，ホームヘルパーへのニーズは年々高ま

る一方である1）。堀田2）らは，利用者の生活の
楽しみの中では，家族や友人との付き合いより
ヘルパーの訪問の時間と回答したものが最も多
いと報告している。ホームヘルプサービスを利
用する者は独居あるいは同居家族に疾病や障害
がある割合が高くなっており3），ホームヘル
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パーには利用者との信頼関係形成のための心理
的な支援者としての側面が必要であることが理
解できる。広瀬4）はこのホームヘルパーと利用
者や家族との間の心理的支援関係を質的分析よ
り検討したが，想定外に起こる様々な状況下で
いかに業務をマネジメントしていくかといった
側面が求められると述べている。
　さらにホームヘルパーの業務は施設介護職と
は違い，利用者それぞれの居住環境によって業
務内容，その頻度，程度が大きく変化すること
があげられる。施設介護においては，特に特別
養護老人ホームでは入浴時の介護は流れ作業的
であり，ゆっくり入る時間がないことや定時排
泄がかろうじて行える状況になることなどが報
告されている5）。しかしながら訪問介護はその
ような特徴はなく，すべてにおいて利用者との
個別ケアとなっている。利用者の個人差が大き
く，マニュアル化できない対応が求められる6）

という点においては施設介護職もホームヘル
パーも同じであるといえるが，求められる支援
の個別性という点においてはホームヘルパー業
務がより複雑で柔軟な対応が求められるといえ
る。
　このことは，別の表現をすれば介護職が想定
していなかったことが突発的に起こっても冷静
に対処しなければならず，在宅介護ではよりこ
のような能力が求められると考える。施設介護
職はもとより，ホームヘルパーは知識や技術の
習得に加えて，実践の場面で出くわす予測でき
ない事態に対応できる臨機応変な態度や否定的
な状況においても肯定的に捉えて柔軟に解釈し
ていくという楽観的な姿勢が求められると考え
る。従来の研究ではホームヘルパーは利用者と
の関係から生じるストレスが高く，「ストレ
ス」や「バーンアウト」など否定的側面に関す
る研究が多くされてきてきたが7）8），本研究で
はホームヘルパーの持つ楽観的な態度に焦点を
あてたいと考える。
　一方，平成25年度の介護労働実態調査9）によ
ると，特に事業所でホームヘルパーが不足して
いると答える率は事業所内の他専門職の 3倍と
なっている。これらのことからホームヘルパー

の業務はより多忙となり，介護の質，利用者の
QOLや介護職のQOLの低下をきたす要因にな
り得る。しかしながら介護職の仕事量低減や人
員増加は簡単には解決できない問題である。課
題として業務にやりがいを感じ，ストレスを少
しでも感じずに仕事を継続していくという目標
があげられる。よって本研究においては，業務
を楽観的に捉え，ストレスフルな状況をプラス
に変えていけるような態度や価値観にはどのよ
うな要因が関連しているのかに関して検討する
ことを目的とした。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　調査対象と方法
　WAM-NETに登録されているA県内の訪問
介護事業所から無作為抽出した300カ所の事業
所に各 2票調査票を同封し，600人を対象とす
る自記式郵送調査を行った。調査期間は2013年
5 月 1 日～31日で，有効回収数149通，有効回
収率は24.8％となった。

（ 2）　調査項目および変数の作成
1)　測定尺度
　ホームへルパーの楽観的態度を測定する尺度
として広瀬10）が探索的に開発した尺度「ヘル
パー業務楽観的態度」に確証的因子分析を実施
して使用する。この尺度で扱う楽観性はあくま
でもSeligman11）のいう困難な状況を「一時的」
で「特定的」であると見なす説明モデルに，そ
の中でホームヘルパーが認識する肯定的な評価
や価値を見いだす姿勢を追加した幅広い概念に
設定され，「介護業務において感じる困難性を
肯定的，楽観的に解釈する態度，および人生に
おける価値や学びを見いだす姿勢」と定義され
ている。つまり，本尺度はホームヘルパーの楽
観的心理を測定する概念として，困難状況に対
していかに肯定的認知や解釈をしているかに関
する「困難の楽観的解釈」（ 7項目），また長い
業務経験の中で意味づけやゆるぎない価値を得
ているかに関する「人生における利得感」（ 5
項目），そしてヘルパーの仕事をすることで学



―　 ―27

第62巻第11号「厚生の指標」2015年 9 月

びや成長の感覚を感じているかに関する「自己
成長感」（ 3項目）の計15の質問項目で構成さ
れている。
　回答選択肢は「とてもそう思う（ 4点）」～
「まったくそう思わない（ 1点）」の 4段階で，
点数が高くなるほど業務楽観性が高くなるよう
に設定した。
2)　その他の変数

　調査項目は，対象者の性別，年齢，最終学歴，
研修への自主的な参加の有無，ヘルパー業務継
続に対する意識を尋ねた。最終学歴は「中学校
（ 1点）」～「大学院（ 5点）」まで 5段階で尋
ねた。研修への自主的な参加の有無は，「この
1年間に職場外で実施された研修に自主的に参
加した経験がありますか」についてその有無を
尋ねた。ヘルパー業務継続に対する意識につい
ては，「今後もヘルパーの仕事を続けていきた
いですか」の質問に対して「できるだけ続けた
い（ 4点）」～「なるべくやめたい（ 1点）」の
4段階で尋ねた。
　また，調査項目の妥当性に関しては，高齢者
福祉分野の研究者およびサービス提供責任者に
よるエキスパートレビューを受け，必要に応じ
て修正を行ったため，少なくとも内容妥当性が
あると考える。

（ 3）　分析方法
　統計分析には，回収された調査票のうち，す
べての調査項目に欠損値のない131人（回答者
の87.9％）のデータを用いた。統計分析におい
ては「ヘルパー業務楽観的態度」について，
「困難の楽観的解釈」「人生における利得感」
「自己成長感」を潜在変数とする 3因子 2次因
子モデルを設定し，カテゴリカルデータの推定
法である重み付け最小二乗法のWLSMVをパラ
メーターの推定法に構造方程式モデリングを用
いて確証的因子分析を行った12）。次いで，研修
への自主的な参加の有無やヘルパー業務継続に
対する意識がホームヘルパーの楽観的な態度を
規定するといったMIMICモデルを構築し，
WLSMVをパラメーターの推定法に構造方程式
モデルを用いて適合度と各変数間の関連性を確

認した。このモデルの検証では，両要因に影響
が考えられる背景要因として調査対象者の性別，
年齢，学歴を統制変数として投入した。
　適合度評価には，χ2値，自由度（df），Com-
parative Fit Index（以下，CFI），Root Mean 
Square Error of Approximation（ 以 下，RM-
SEA）を用いた13）。パス係数の有効性は非標準
化係数を標準誤差で除した値で判断し，統計的
有意水準は 5 %とした。構造方程式モデリング
で検証された因子構造を構成する観測変数を測
定尺度とみなした時の信頼性は，Cronbachの
α係数で検討した。なお，分析には多変量解析
プログラムIBM SPSS22.0 for windowsおよび
Mplus Version 5.2を用いた。

表 1　ヘルパーの基本属性（ｎ＝131）
人数 ％

性別
　男性 20 15.3
　女性 111 84.7
年齢
（平均45.9±10.5歳）
　20歳代 11 8.4
　30歳代 27 20.6
　40歳代 44 33.6
　50歳代 35 26.7
　60歳代以上 14 10.7
最終学歴
　中学校 6 4.6
　高校 70 53.4
　専門学校 27 20.6
　短大・大学 27 20.6
　大学院 1 0.8
所持資格（複数回答）
　介護福祉士 61 46.6
　介護職員基礎研修 21 16.0
　訪問介護員 1級 22 16.8
　訪問介護員 2級 90 68.7
　看護師・准看護師 1 0.8
　介護支援専門員 10 7.6
　その他 6 4.5
ヘルパー経験年数
（平均5.84±4.0年）
　 3年未満 48 36.6
　 3年以上 6年未満 25 19.1
　 6年以上10年未満 38 29.0
　10年以上 20 15.3
ヘルパー業務継続に対する意識
　できるだけ続けたい 40 30.5
　なるべく続けたい 69 52.7
　あまり続けたくない 19 14.5
　なるべくやめたい 3 2.3
研修への自主的な参加の有無
　あり 74 56.5
　なし 57 43.5
常勤・非常勤
　常勤 92 70.2
　非常勤 35 26.7
　その他 4 3.1
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（ 4）　倫理的配慮
　調査の留意事項として
調査時点における依頼文
に得られたデータの匿名
性，調査への参加の自由，
プライバシーの保護，研
究目的以外でデータを使
用しないことなどを明記
し，調査への同意を得ら
れた場合は無記名で返送
を依頼した。また，本調
査票は平成25年 3 月12日
に大阪市立大学の倫理委
員会の承認を得た（申請
番号12-41）。

Ⅲ　結　　　果

（ 1）　ホームヘルパーの
概要（表 1）

　対象者であるホームヘ
ルパーは女性が84.7％，
平均年齢は45.9±10.5歳
であった。常勤・非常勤
別では 7割の者が常勤職
であった。所持資格につ
いては約半数の者が介護
福祉士を所持し，ヘル
パーの経験年数は 3年未
満が 3割以上を占めてい
た。ヘルパー業務継続に
対する意識については，
「できるだけ続けたい」
と「なるべく続けたい」
と回答した者は 8割以上
であった。また56.5％の
者は自主的に研修参加を
した経験があった（ｎ＝131）。

（ 2）　「ヘルパー業務楽観的態度」の構成概念
妥当性と信頼性の検討

　「ヘルパー業務楽観的態度」に関する回答分

布を表 2に示す。因子構造は「困難の楽観的解
釈」「人生における利得感」「自己成長感」を潜
在変数とする 3因子 2次因子モデルを設定し，

表 2　「ヘルパー業務楽観的態度」回答分布　15項目（ｎ＝131）
（単位　人，（　）内％）

とても
そう思
う

まあ
そう思
う

あまり
そう思
わない

まったく
そう思わ
ない

平均値 標準偏差

困難の楽観的解釈（α＝0.855）
利用者の態度から不満やストレスがあると感じ
てもその感情を受け止めることができると思う

42
(32.1)

80
(61.1)

9
( 6.9)

-
( - )

3.25 0.57

利用者に理解してもらえないことがあれば，試行錯誤
していくことで良い方向に変化が生じてくると思う

40
(30.5)

83
(63.4)

8
( 6.1)

-
( - )

3.24 0.56

うまくいかない時は困難ではなく，解決す
べき課題ととらえる

24
(18.3)

83
(63.4)

22
(16.8)

2
(1.5)

2.98 0.64

いやな経験も利用者支援の通過点と受け止
めることができる

24
(18.3)

88
(67.2)

17
(13.0)

2
(1.5)

3.02 0.61

利用者や家族からの無理な要求にも誠実に
耳を傾けている

21
(16.0)

89
(67.9)

21
(16.0)

-
( - )

3.00 0.57

業務でつらいことがあっても前向きに捉え
ていけると思う

33
(25.2)

80
(61.1)

18
(13.7)

-
( - )

3.11 0.62

利用者から嫌なことを言われても，利用者にとっ
て一番有益なことを考えるようにすると思う

31
(23.7)

74
(56.5)

25
(19.1)

1
(0.8)

3.03 0.68

人生における利得感（α＝0.875）
ヘルパーの仕事を経験したことによって，生
きていることの意味がわかるようになった

60
(45.8)

60
(45.8)

11
( 8.4)

-
( - )

3.37 0.64

ヘルパーの仕事を続けてきたことで，自分
自身をよく理解できるようになった

28
(21.4)

57
(43.5)

43
(32.8)

3
(2.3)

2.84 0.78

ヘルパーの仕事は自分の人生にとって，なく
てはならないものであると思うようになった

24
(18.3)

62
(47.3)

41
(31.3)

4
(3.1)

2.81 0.77

ヘルパーの仕事を経験したことによって，
人間の尊さを知った

30
(22.9)

54
(41.2)

44
(33.6)

3
(2.3)

2.85 0.80

利用者との関わりによって，お金では得ら
れないものを得ていると思う

45
(34.4)

60
(45.8)

25
(19.1)

1
(0.8)

3.14 0.74

自己成長感（α＝0.858）
ヘルパーの仕事をすることは，今後の人生
のためになると思う

85
(64.9)

44
(33.6)

2
( 1.5)

-
( - )

3.63 0.51

ヘルパーの仕事をすることで学ぶことがた
くさんある

72
(55.0)

47
(35.9)

12
( 9.2)

-
( - )

3.46 0.66

ヘルパーの仕事をすることで人間として成
長したと思う

77
(58.8)

48
(36.6)

6
( 4.6)

-
( - )

3.54 0.59

注　 1：まったくそう思わない～ 4：とてもそう思う

自己成長感困難の
楽観的解釈

人生における
利得感

ヘルパー業務
楽観的態度

ζ1 ζ2 ζ3

Op8 Op9 Op10 Op11 Op12 Op13 Op14 Op15Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7

0.699***0.699***
0.756† 0.833***

0.832***
0.827*** 0.804†

0.739***
0.883***
0.918***

0.845*** 0.899† 0.916***
0.908***0.861***

0.640***

ε8 ε12ε11ε9 ε10 ε15ε14 ε10ε4ε3ε1 ε2 ε7ε6ε5

0.888***
0.767† 0.843***

図 1　ヘルパー業務楽観的態度尺度に関する因子構造モデル（標準化解）

注　1）　ｎ＝131，χ2（df）＝181.197（87），CFI＝0.971，RMSEA＝0.092（推定法；WLSMV）
　　2）　ε，ζは誤差変数，†はモデル識別のために制約を加えた箇所である。***ｐ＜0.001
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構造方程式モデルを用いて確証的因子分析を行
い，データに対する適合度を確認した結果，χ2

（df）＝181.197（87），CFI＝0.971，RMSEA＝0.092
という統計学的な許容水準を満たしていた（図
1）。尺度の内的整合性を示すCronbachのα係
数は，尺度全体が0.855，下位尺度は第 1因子
「困難の楽観的解釈」（α＝0.855），第 2因子
「人生における利得感」（α＝0.875），第 3因
子「自己成長感」（α＝0.858）となった。

（ 3）　「ヘルパー業務楽観的態度」の関連要因
の検討

　調査対象者の性別，年齢，最終学歴を統制変
数とし，研修への自主的な参加の有無，ヘル
パー業務継続に対する意識を独立変数，「ヘル
パー業務楽観的態度」を従属変数とした
MIMICモデルを構築し，WLSMVを推定法に
構造方程式モデリングを用いてデータに対する
適合度を確認した結果，図 2のとおり，χ2（df）＝
281.391（157），CFI＝0.951，RMSEA＝0.078と
いう統計学的な許容水準を満たしていた。パス
の推定値およびその有意検定の結果，「ヘル
パー業務楽観的態度」と「最終学歴」（β＝
－0.172：Ｐ＜0.05），「研修への自主的な参加
の有無」（β＝0.274：Ｐ＜0.01），「ヘルパー業

務継続に対する意識」（β＝0.372：Ｐ＜0.001）
それぞれの間には，有意な関連が確認された。
「性別」「年齢」との間には有意な関連が示さ
れなかった。「ヘルパー業務楽観的態度」に対
する説明率は31.6%であった。

Ⅳ　考　　　察

（ 1）　「ヘルパー業務楽観的態度」の構成概念
妥当性と信頼性

　本研究ではホームヘルパーの「介護業務にお
いて感じる困難性を肯定的，楽観的に解釈する
態度，および人生における価値や学びを見いだ
す姿勢」を測定する尺度として先行研究におい
て探索的に開発された尺度「ヘルパー業務楽観
的態度」に沿って 3因子 2次因子モデルを設定
し，確証的因子分析を実施した。その結果，統
計学的な水準を満たし，構成概念妥当性が支持
された。信頼性を示すCronbachのα係数はす
べての因子において0.855以上を示していたこ
とから内的整合性を有していると判断する。
よって本尺度は，ホームヘルパーの利用者に対
する支援や業務で起こりうる出来事に対して取
り組む際の，肯定的な見方や楽観的態度を測定
する尺度として十分な妥当性と信頼性を有して
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図 2　研修参加および業務継続意識とヘルパー業務楽観的態度尺度の関係（標準化解）

注　1）　ｎ＝131，χ2（df）＝281.391（157），CFI＝0.951，RMSEA＝0.078（推定法；WLSMV）
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いるといえる。

（ 2） 　「ヘルパー業務楽観的態度」と属性との
関連

　「ヘルパー業務楽観的態度」と性別，年齢と
は有意な関連がみられなかった。先行研究にお
いては，楽観的なものの見方そのものではない
が，家族介護者に対する調査では肯定的な解釈
をするといったコーピングや介護満足感など肯
定的な側面には年齢14）15）や介護年数16）などが関
連しているという知見が散見されている。
　しかしながら否定的側面においては，施設職
員に対する研究知見では，良質な共感性を有し，
バーンアウトをきたしていない施設職員は年齢
や経験によって規定されず，職員自身の人格的
発達の程度が大きく関与するという報告17）がみ
られる。一般的には楽観的なものの見方は年齢
と共に高まっていくことが予測されたが，この
ような知見から，そういった時間的に獲得され
ていくものより，個人の価値観や人生観などが
より楽観的な態度を規定する要因であることが
予想される。このことからさらに楽観的な態度
を規定する要因のモデルをさらに精査していく
必要があるといえる。
　一方，最終学歴と「困難の楽観的解釈」が負
の関連を示した。このことから高学歴であるこ
とが楽観的な態度をとることに対して阻害要因
になる可能性も考えられる。先行研究で学歴と
介護職の心理や適性に関しての定見はみられな
い。ホームヘルパー 2級の資格は中学校卒業で
取得できることから，中学校卒業者にとっては，
他の仕事に比べると専門職として働くというモ
チベーションを持ちやすいという可能性が考え
られる。しかしながら本研究の結果は暫定的で
あり，学歴と楽観性の関連に関してはさらに異
なる次元の要因分析を行って確認する必要があ
る。

（ 3）　「ヘルパー業務楽観的態度」に対する関
連要因

　本研究の「ヘルパー業務楽観的態度」に関す
る要因として，自主的に研修に参加した経験を

選択したが，この理由として，自発的に学ぶ姿
勢があると研修参加によって獲得することが多
く，そのような視点で業務を遂行することで困
難状況にあっても楽観的なあるいは柔軟的な解
釈や態度が身につき，学びを得たという自覚が
生まれるのではないかと予測されるからであった。
　先行研究において，研修に自主的に参加した
経験をもつホームヘルパーはそうでない者より，
援助マニュアルや援助計画の確認を十分行って
いたという報告がある18）。また，この研究では
研修に参加したことによって研修の意識が高め
られていくことを示唆している。このことから
自主的に研修に参加するという姿勢そのものか
ら，介護業務の意識や態度に還元できるものが
あることが確認できる。本研究においては，研
修参加と楽観的な態度との関連は直接的に結び
つく要因というより時間的な推移を経て培われ
ていくものであると考える。
　次に「ヘルパー業務継続に対する意識」であ
るが，これは単なる仕事継続の意志というより，
ホームヘルプ業務を自己の仕事として継続して
いく意志があるか否かを判断する質問として捉
えている。よって本研究では，継続意志をコ
ミットメントに近いものとして考えた。組織に
おける継続的なコミットメントの定義に関して
は，「目標と価値への強い信念や，進んで努力
する意志，メンバーであることを継続する意
志」が報告されている19）。この継続的なコミッ
トメントは本研究の「今後も業務を続けてい
く」という内容と類似する概念である。本研究
においては因果関係のモデルとして予測を立て，
継続意識が高いと楽観的な態度も培われると捉
えた。しかしながらこの 2つの概念は共に意識
であり，因果関係が規定しにくいことが考えら
れることから相互作用の結果として関係づけら
れると結論づける。さらに本研究ではこの業務
継続の概念を 1項目尺度で尋ねていることから，
今後はさらに項目を選定する必要がある。最後
に，本尺度がホームヘルパーや介護職全般に求
められる人間力の 1つの要素となり，さらにそ
の指標として貢献できるよう対象者を拡大した
調査を実施し，知見を蓄積したいと考える。
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