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高齢者ケアのより良いパートナーになるために
― 要介護高齢者からの役立つヒント ―

稲

葉

美由紀

あなたが「介護を受ける人」になったとき、
介護の良きパートナーになるために心がけるポイント
今、介護をしていない人も、いつか家族の介護をする立場になったり、介護を受ける立場になっ

たりするかもしれません。介護をすることもされることも、誰にとっても身近なものです。
もし介護を受ける立場になったら、みなさんはどう対応するでしょうか。

2014年に日本人の寿命は女性86歳、男性80歳で過去最高を記録しました。私たちだれもが最後ま

で健康で生き生きとした生活を送りたいと願っています。そのために日常の中で介護や支援を必要
とせず心身ともに健康で暮らせる「健康寿命」を延ばすことを目的として、食事、運動、趣味、生
きがいづくりに取り組んでおられる方は多いのではないでしょうか。目指すは元気に長生きです。
同時に、私たちは日常生活を送るための能力を喪失することや他人からの助けを必要とするよう

な状況になることについて大きな不安を抱いています。老化とともに生活機能が低下するために自
立した生活を送ることが困難になることもあるでしょう。そんな場合、周りの多くの方からさまざ
まな支援や介護を必要とするようになります。高齢になることは誰もが障害を持つこと、中途障害
者になることだとも言えます。もしそのようになったときには、家族、友達、隣人（インフォーマ
ルなネットワーク）
、また、医者、看護師、社会福祉士、ケアマネージャー、介護士、ホームヘル

パーなどの専門家（フォーマルなネットワーク）とどのようにより良いパートナーシップ（対人関
係）を築けるかとういうことも大変重要になってきます。

また、
「介護」を介護者とともにより良くするためには、介護を受ける人も重要な「役割」を担っ

ていることを忘れないようにしましょう。要介護者も介護のプロセスに参加することによって介護

の質を大きく変えていくことができるようになります。それぞれの立場でできることを見つけて、
自分の人生を無理なく楽しく暮らしていけます。しかし、支援や介護を受ける立場になると、今ま

でやれたことができなくなることばかりに気をとられ、自信や希望がなくなってしまいがちです。
介護のマイナス（負）の部分だけにとらわれてしまわずに、そのようなときこそ少し視点を変えて
自分のできることに目を向けましょう。それまでの自立した生活から介護を受ける生活になったと
きに自らの感情に上手に対処できれば、少し工夫することにより気持ちよく介護を受けることがで
き、介護者の良きパートナーになれると思います。いろいろな不安もありますが、準備をしていれ
ば必ず乗り越えられるでしょう。そして少しスムーズに人生における次のステージへ進むことがで

65

言語文化論究 36

2

きると思います。それにはいままでとは違った考え方、ものの見方、工夫することで自然に楽に介
護を受ける側になれるのではないでしょうか。

この冊子は、何かしらの支援や介護を受けている高齢者へインタビュー1 した結果をもとに、当事

者の体験を凝縮した知恵、ヒント、工夫やアドバイスをまとめたものです。介護の良いパートナー
になるために、先輩からの役に立つ実践的なヒントを参考にしながらしっかりと準備をしておきま
しょう。

介護される側になったときの思い、感情、考え

“最初は抵抗がありましたが、手助け（支援）が必要だということはわかっていたので、自分に大
丈夫、くよくよしない、無理しない、と言い聞かせました。今まで多くの人たちを助けてきました。”
“後ろを振り返らず、落ち込まないようにしています。”
日常生活の中で私たちはいつか支援や介護が必要になることについてあまり深く考えていないの

ではないでしょうか。あまり考えたくないのかもしれませんし、それはまた私たちは介護を受ける
ようになるまで人のお世話をする支援者の立場にいたからかもしれません。なので、自らが支援す
る人から支援される人になるなど考えていないのかもしれません。どうやったらこの変化へ上手に
適応できるのでしょうか。

要介護者になったときに重要なことは、まず今助けが必要だという現実を受け入れること、それ

と同時に要介護者になっても介護者を手伝うことができる、貢献できるところもある、介護を楽に
できる、人生をよりいきいきと暮らせるということを理解することが大切です。そうすることによっ

て前向きな気持ちが生まれます。要介護高齢者は以下のような気持ちや感情で「介護を受ける」こ
とについて対処しています。
◆

支援や助けを受け入れることを許し、認め、受け入れましょう。

◆	感謝の気持ちを持って支援や介護を受け入れることは、介護者の負担を減らすためでもあり助け

ることにつながります。罪悪感を抱いたり介護の妨げになるような否定的な言動は介護を大変に
します。その結果、介護者への負担が重くなってしまいます。

◆

助けや介護を受け入れなければならない現実への罪悪感、苛立ち、怒りなどの気持ちが介護者と
の対人関係に悪影響しないように注意して、受け入れましょう。

◆

自分のできることや、人生における楽しみを見つけ、前向きになることを心がけましょう。悲観
的にならないように心がけましょう。

◆

ユーモアを持ちましょう。毎日の生活の中に些細なことでもいいので冗談を言えるような、笑え
るようなことを見つけるようにしましょう。

◆
◆
◆

今を生きること、今自分のできることを見つけましょう。

感心、興味を見つけだせるように思い切っていろいろなことに取り組んでみましょう。
友達と頻繁に連絡を取り合うことも大切なことです。
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コミュニケーション

“私のニーズ（必要なものやしてほしいこと）についてできるだけはっきり伝えるようにしています。
”
介護者と良きパートナーシップを築き、それを維持するためには良いコミュニケーションを交わ

すことが重要になります。要介護者は介護者とのコミュニケーションを円滑にするために以下のよ
うな点に気をつけていることがわかりました。上手にコミュニケーションを取って、介護者と信頼
関係を築いていきましょう。
◆

介護者の家族や友達に関する心配ごとに耳を傾け、心の支えになるようにしましょう。
さりげない会話からコミュニケーションは始められます。
例）どんな楽しみや生きがいを持っているか尋ねる。

			 何か問題を抱えているようであれば、そっと聞いてみる。
◆
◆
◆

思いやりを持って介護者と接するようにしましょう。気配りを忘れないように。

行き過ぎた感謝の言葉や態度に気をつけながら、自然に感謝の気持ちを示すことも大切です。

自分の意思をしっかり伝えるように心がけましょう。どんな支援が必要なのかなるべくはっきり
と伝え、自分の気持ちをわかってもらうように努力しましょう。

◆

介護者の日程や時間を尊重し、時間をとりすぎないように気遣うことも大切です。特に家族介護
者に対してこの点は重要になります。

◆

支援や介護に関わる様々なことを決定する際には、自分自身も参加するようにしましょう。

介護者と良きパートナーになるために

“ある程度距離をおいてつきあうことが大事です。”
“ほとんどすべてのことを車椅子でやれるように勉強しました。”
“手のリハビリにもなると思い料理をはじめたら、意外と楽しい。”
“細かいことを言わないで、指導、教える感じで接するようにしています。”
“妥協することに慣れるように努力しています。”
パートナーシップは与えることと受け取ることの両方で成り立ちます。精神的、時間的、肉体的

な負担がかかる介護をなるべくやりがいのある、また耐え得るような介護へするためには介護者と
良きパートナーシップを築くことが重要となります。一緒に取り組む作業でもあります。言い換え
れば、介護を受ける側も何かしらの役割を担うことになります。例えば、いろいろな事柄を決定し
なければならないときはなるべく話を聞いたり、意見を言ったりして積極的に参加しましょう。ま
た時には妥協することも学ばなくてはいけないでしょう。以下は介護を上手に受けるために心がけ
ることや介護者との良いパートナーシップを築くための重要なヒントが提案されています。
◆

自分でできることはなるべく自分でするようにしましょう。些細なことでも進んでやると介護者
から感謝されます。

◆

介護者へ精神的なサポートを提供することも大切です。介護者の話しを聞いて心の支えになりま
しょう。聞き上手になることも学びましょう。

67

言語文化論究 36

4
◆

一緒に楽しみましょう。いろいろなアイディアを出し合って、良い友達になると話もしやすく会
話もはずみ介護関係もスムーズになります。

◆

なるべく事前にやってもらいたいことを整理し、リストを作成するようにしておきます。これは
介護者への時間に配慮することでもあります。

例）通院などに寄り添ってもらう場合などはなるべく事前に知らせておく。
◆

介護者に休養してもらえるように様々なサービスを利用するようにしましょう。上手にいろいろ
なサービスや支援を受けるようにして介護の負担が集中しないように心がけましょう。

◆

介護者との衝突を少なくするために、誤解がないようによく話しあうことや妥協することを学び
ましょう。

◆

介護者とはお互いの時間やスペースを持つようにして尊重しあいながらいい距離感を保つことも
大切です。

介護専門家との関係

“怖がらずに質問をするようにしています。よく聴くことを学び、（専門家には）ゆっくり話して
もらい、じっくり取り組んでもらうようにします。”
医師、看護師、保健師、社会福祉士、介護福祉士、ホームペルパーなどの介護専門職の人々との

パートナーシップを築く上においても、家族や友達とのパートナーシップを築く時と同じように気
をつけることもありますが、その一方で異なった点もあります。
◆

自分の心身（身体的、精神的、感情的など）についてなるべく多くを学ぶように努めましょう。
例）講演会に参加する、本や雑誌を読む。

			 様々な場面で質問をすることを心がける。

			 わからない場合は専門家にもう一度説明してもらう。
			 わかりやすい言葉に言い換えてもらう。
			 質問することを恐れないようにする。
			 メモを取るようにする。
◆
◆
◆
◆
◆

専門家の考えやどんな姿勢で介護に関わっているのかについて学びましょう。

高齢者福祉に関するサービスや関係機関、NPO などについてなるべく多く学びましょう。
自己の思ったことを主張することも学びましょう。

言われた内容がわからなければ、遠慮せずに質問しましょう。

必要な医療・治療、介護や支援を受けていないと感じたら、躊躇せずに専門家に相談し、場合に
よってはサービスや担当者を変更することも考えましょう。

◆

専門家への通院は一人よりも誰かに付き添ってもらうようにしましょう。できればメモを取って
もらうといいでしょう。

セルフケアの役割

“自分でできることはなるべく自分でします。ジャガイモの皮だって上手に剥けます。”
“新聞やテレビをみて健康で長生きするための食事や運動を勉強しています。”
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“自分の病気についての本を読んだり、人に聞いたりしています。”
自分の健康は自分で守るという意識をもって、自分の健康状態をいち早く知りましょう。多くの

要介護高齢者は、
「セルフケア」は前向きに自立しながら生活するために欠かせない重要なことだと
語っています。
◆

自立した生活を送るためにいろいろ工夫しながら、新しい方法を学ぶことが大切です。
例）車椅子、杖、ウォーカーなどを使用する。

			 福祉用具や器具を上手に使う。
			 食器や家具の配置変えをする。
◆
◆
◆

自分自身の身体状態や精神状態について把握するように心がけます。
予防の方法や病気について学ぶようにします。

医療・介護サービス関係者と積極的に接しながら、自らの介護計画や健康管理など自分に関わる
ことに参加しましょう。

例）健康に良い食事をとる。

			 予防や維持するためにいろいろなリハビリ活動に参加する。
			 趣味や好きなことを探す。

			 できることリストを作成する。
◆

介護計画には医療福祉、介護の専門家と話しあいながら決めます。自分がどんなことを求めてい
るのか、望んでいるのかなどについて意見や考えを伝えるようにします。しっかり説明するため
に十分な時間をとっていただくようにします。

注
1

平成17年度財団法人ユニベール財団助成金によって実施された研究成果と追加調査および米国
デンバー大学老年学研究所の調査成果を参考に作成したものです。
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