
離れて暮らす親を抱える家族と訪間介護

遠距離介護は家族関係の気づきから

理事長 太 田 差恵子

oパ オッコの設立と活動                            。

パオッコの活動を始めようとしたきっかけは、1993年頃にまで遡ります。当時、高齢者向けの冊

子の作成に携わる機会を得て、附子の内容が、「高齢者が安心して暮らしていくために」というも

のだつたため、多くの高齢者を取材してまわりました。

その中で、お一人暮らしで障害をお持ちの高齢女性が、緊急通報システムの利用を始めたいとい

う事例に遭遇しました。その女性が、自治体の担当者に利用の申請を行うと断られてしまったので

す。その理由は、自治体の担当者もよく知っていたのですが、疎遠で全く交流はなかったのですが、

息子さんが近所にいるため、利用はできないとのことでした。その回答を聞くと、女性は、「そう

なんですか」とすぐに諦めてしまいました。その現実を目の当たりにして、ショックを受けました。

高齢化社会が到来するということが声高に言われてはいましたが、実際の高齢者の声は、置いてき

ぼりになってしまっているということをすごく感じました。

当時から高齢者の独居、あるいは高齢者夫婦のみの世帯というのは多く、介護サービスなどの必

要なサービスを見つけだし、利用したいと考えても、それができるかというと、取材を通して、難

しいだろうと思っていました。それならば、離れて暮らしている子どもの役割として、そういうこ

とを調べたらよいのではないかと、また、サービスがどんなものがあるかということに留まらず、

福祉サービスには、「対象外」、「利用できないJと いうことがつきもので、さらに高齢者は弱い立

場に置かれている場合が多いので、交渉するというのは負担が大きいだろうから、行政との交渉も

引き受けられたらと、強く考えるようになり、活動を始めたのです。

また、設立のltIR旨 とは少し離れてしまいますが、これからは子どものいない方も増えていくので、

遠距離介護というものが成立しないと、少なくとも、お年寄りが一人でいて、ここに同居の介護者

がいないということを想定した形での介護が成り立たないと、つまり「遠距離介護Jが成り立たな

ぃようだったら、これから家族・親族のいない人もいっぱい増えていくことになるから、介護とい

うものが成り立たなくなってしまうのではないかと感じていました。

当初は、会報の発行を行い、96年から情報交換ができるようにと、任意団体としての活動を開始

し、2005年からNPO法 人としての活動を開始しました。今の活動は、月に1回 テーマを決めて、

いろいろな悩みを共有するために、第 2土曜日にミニサロンを開催しています。他には、webサイ

トの発信と、(財 )住友生命社会福祉事業団との協illで大規模な遠距離介護セミナーを東京と大阪で

開催しています。

自治体が開催する遠距離介護セミナーの講師を務めることもあります。10年前と比較すると開催

数が増えてきています。また、このところ、企業関係からの講演依頼が増えています。福利厚生の

一環としてのほか、労働組合からの依1頂 もあります。仕事の「現場Jで、介護をも念頭にしたワー

クライフバランス的思考が広がってきたことはうれしいことです。

実施にあたって行政の方から、高齢者を支援する予算は確保してあるが、遠距離介護者向けのセ

ミナーを実施するということは、住民が移動して遠IE離介護を実施することを支援するということ

になるため、自分達の地域に居住する高齢者の支援に当たらなくなってしまい高齢者福祉の予算で

は実施しにくい、という話を聞いたことがあり、それが増えていかない一因となっているのかもし

れないと考えています。

現在、当会の会員は470名 ぐらいで、今は会費も無料にし、メールマガジンを取ってもらうこと

によって会員ということに形を変えていますので、緩やかな形で活動をしています。

① 遠距離介護を受けている方とその介護者の状況                 。

現在のところ、高齢者の方の多くは、夫婦のみの世帯であっても、一人暮らしであっても、どこ

かに子どもがいたり、子どもでなくても、甥や姪の話をすることが多いので、気にかけたり頼りに

している様子が伺えます。

以下の、要介護者等からみた主な介護者の続柄及び同居の状況 (図参照)に よると、要介護者等

からみた主な介護者の続柄をみると、約 3分の 1が、同居していない方が主な介護者となっていま

す。その内訳をみると、別居の家族等が87%、 事業者が136%、 その他が60%な どとなっています。

当協会の会員は、別居の家族等ということになりますが、その視点から、ホームヘルパーの方と

の関係、介護保険制度の抱える矛盾、要望、訪問介護に期待など、を今回の連載でお伝えできれば

と考えています。

図 要介護者等からみた主な介護者の続柄及び同別居の状況

%)

同居家族等介護者の男女別内訳 (単位 :%)

配偶者 男 (夫)  82 女 (妻)  165

子 男 (息子)  76 女 (娘)  112

子の配偶者 男 (娘の夫) 04 女 (息子の妻)199

その他の親族 男 女

合計 男 女 495
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資料 :厚生労働省「国民生活基礎調査J(平 成16年 )

◎ 遠距離介護を受けている方のサービス利用状況

遠距離介護を受けられている方は、訪間介護サービスを利用されている方がとても多いです。同居

家族がいないため、家事援助サービスから入ってもらい、身体の状況によっては、身体介護を利用さ

れる方ということもあります。また、勧められてデイサービスを利用されている方も多いようです。

訪問介護サービスを導入できなかったら、遠距離介護は無理といっても過言ではないと考えてい

(内 閣府「平成20年版 高齢社会自書」)
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ます.ホームヘルバーさんが定期的に入ってくださるということは、非常に安心感が得られる、人

の目があると安心できるということです。

サービスの導入にあたっては、親世代も、Eiで は嫌だということもありますが、実際に利用を始

めてしまうと、喜んでいらっしゃる方が多数派だと思います。始めは、「嫌だったら、止めればいい」

と言って利用する家庭も多くて、こういうことは、義理の娘や虐、子ではなく、実の子であれば言い

やすいのです。親の方も、「それならば」ということになって、週に 1回、 2回 と来てもらうよう

になります。介護保険だと、話し相手だけというわけにはいきませんが、少しでも会話をすること

にもなります。コミュニケーションを楽しみにしているところもあり、その点はサービス利用の大

きな理由となっているようです。それと、食事をきちんと摂っているかどうかが心配ということが

あるので、その準備で入ってもらえれば、非常に助かります。

ホームヘルパーが週に1回 とか、 2回 とか定期的に入つてくれると、何となく親の様子がわかり

ます。「連絡ノー トJにヘルパーさんがちょっと様子を書いておいてくれます。親の様子が掴めま

すし、どういうことをやってくれているか、ということもわかります。「連絡ノー トJは ヘルパー

さんと家族介護者の交換日記のようになり、頻繁にやりとりしている方もいます。

例えば、様子が食事をとっていなかったりした場合、それが何回か続いていたりしても、 1ケ 月

間、自分は帰れなくても、ヘルパーさんを通じておかしいということがわかります。ヘルパーさん

に普段の様子を見てもらえるというか、生活全般を見守られている安心感があります。緊急通報な

どの機械による見守りと、同じ生活者であるヘルパーさんの目線による見守りでは大きな違いがあ

るのは当然です。

親に対して子ども扱いの言葉を使っているとか、時間の中でたいして何もしていないという話を聞

くこともありますが、ヘルパーさんは気持ちのある方が多いので、感謝の声を聞くことの方が多いです。

ただ、システムなのかもしれないし、事業所の仕組みで仕方のないことかもしれませんが、いろ

いろな人が順番に来る、慣れたと思ったら違う人に代わった、ということはよく聞きます。

また、当団体のホームページでは、「ケアマネジャーヘのひとこと」という投稿を受け付けてい

ます。ヘルパーをされている方にも参考になる利用者の意見や声があるかと思います。

○ 遠距離介護をされている方の状況                       ●

遠距離介護されている方の特徴をあげるとすれば、結婚、就職、進学等を契機に親と離れて暮ら

している人が多いです。さらに、結婚されている方の配偶者は、 1回 も一緒に暮らしたことがない

ヶ―スが主流です。私は、「愛想笑いの関係Jと いう言い方をしています。なぜなら、配偶者の親

とは、元気な時は、盆と正月に会うぐらいで、 1年に 1、 2回 しか会いませんし、お互いに、揉め

たくないから、何かあっても「愛想笑い」でやり過ごしがちです。ただでさえそういう関係ですから、

いざ介護ということになると、価値観とか、経済的なものもやっぱり絡んでくるので、より難しく

なるようです。

サービスの利用にはお金がかかります。その考え方の違いから、介護者が良いと思って薦めても、

親が乗り気ではないということは、よくある話です。特にというか、必ずといってよいほど、ホー

ムヘルパーさんの利用に関しては、問題になっています。

子どもの方は、「ホームヘルバーさんに少しでも入ってもらったら、生活が楽になるJと 提案す

るのですが、たいていの親は拒否します。

その時に、子どもからすると、こんないい考えがあって、折角提案しているのに、「どうして 7J

となります。親の方では、自分一人あるいは、夫婦二人できちんと生きてきたことを誇りにしてい

て、他の人の手助けで生活することは考えもつかないことなのでしよう。今まで一生懸命生きてき

て、戦争を乗り越えて生きてこられた世代ですし、子どもにホームヘルパーの利用を薦められると

いうのは、多分、親としてのプライドとか、自尊心とか、いろいろなものも含めて指示されるよう

な 一、そこで意見の違いがうまれるのでしよう。結局、遠距離介護の場合は、考え方の違いを、

どう整l■ し、折り合いをつけるかということが、重要になります。

多分、一緒にずっと同居してきたら、お互いのいろいろな考え方の違いが、織り込み済みという

か、刷り合わせ済みということになります。同居だったら、いろいろな歴史を重ねてきているとい
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になります。

揉めたり、喧嘩をしたり、悩むことが、スター トになります。それが多分、遠距離介護デビュー

ということになります。デビュー時のゴタゴタは、皆さんあると思います。でも、少しずつ、気持

ちをすりあわせていくのです。

遠iE離介護者は、どちらかというと娘さんが多数を占めています。家族介護者の年代は、50～ 60

代が中心になっていますが、まだ、きょうだいが複数いる世代です。きようだいの中には女性が含

まれていることも多く、この女性が主たる介護者さんとなり、その分男性の方が介護者となってい

るケースは少ないのではと感じています。

ただ、男性の方の「故郷の親の介護Jへの関心の度合いも決して低くはありません。遠距離介護

セミナーと銘打ったセミナーには男性参加が多くなっています。男性もせざるを得ないという状況

にあるのだなと考えています。

先ほど申し上げた家族の歴史の積み重ね方から言えば、「愛想笑いの関係Jで通してきたお嫁さ

:D んが、主たる介護者となるのは、無理があります。例えば、要介護者となった親に、ホームヘルパ

ーさんに来てもらいましょう、ガスが危ないから電磁調理器を使いましょう、IHを 使いましょう、

と嫁が言っても、喧嘩になってしまうかもしれません。そこは、息子さんの力が必要で、説得にあ

たらなければなりません。

⑬ 訪間介護サービスの利用意識について                     0

サービスを利用している親世代は、介護保険制度の仕組みがよくわかっていませんし、今のお年

寄りは、子どもの頃、裕福なお宅にお手伝いさんを雇っていた家庭で育った方も多いのではないで

しょうか、そのためヘルパーさんとお手伝いさんを、混同してしまっている方もいるのではないか

と考えられます。親世代は、世代的な社会的 経済的背景もあるので難しいところもありますが、

サービスの利用を勧める子どもの世代には、そのような意識は少ないようです。ただ、無意識にと

いうか、知らず知らずのうちにそういう扱いをしてしまっていることがあるかもしれません。
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例えば、介護者の方が急に泊りがけで帰省することになったとします。親は、「今日、ヘルパー

さんが来るから、あなたの分まで、ゴハン作っておいてもらうJと 、それが普通の感覚になってし

まっている方もいます。介護者の方も訪問介護サービスの内容までは知らないので、自然に「そう

だね。ありがとうJと いうことになってしまいます。介護者の方が知つていれば「それはダメだよ !J

ということになるかもしれませんが、それはお手伝いさんと間違えていると言われれば、そういう

ことになるかもしれません。

さらに、泊まるということになると、当然シーツも使用するということになり、帰ったあとはそ

のシーツを洗濯しなければなりません。親の洗濯物と一緒に、ヘルパーさんが洗うということにな

るのだと思いますが、その可否を判断すれば、「してはいけないことJに なると思います。日常的

には、多く行われてしまっていることではないでしようか。

帰ってきた息子の夕飯の用意をして、そして、その息子のシーツを洗うというのは、訪間介護の

仕事の範疇ではありません。それを「お手伝いさんJと 言ってしまうと、確かにお手伝いさんにな

ってしまいます。ヘルパーさんに何でもやってもらって当然という意識はなく、介護保険市1度の理

解が進んでいないということから起きてしまっていることと考えていますが、結果として、「お手

伝いさん」と同じ扱いをしてしまっている現状になってしまっているのです。制度の根幹にもかか

わる問題でもあると思いますので、ヘルパーさんに説明させるのではなく、保険者である市町村や

国も制度の理解をうながす必要があると思います。私たち家族介護者は制度について理解するよう

努めています。制度の理解がなくてはヘルパーさんとの良好な関係を築くことはできませんから。
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●パオッコ案内

核家族化、高齢少子化の進むなか、離れて暮らす老親と子は増える一方です。

年老いても、住み慣れた地域で住まい続けたいと願う親世代。

仕事や子どもの教育などを考えると、簡単には今の暮らしを離れることはできない子世代。

両者の切実な思いをかなえるには、どのようにしたらいいでしょう。

NPO法人パオッコは、親と子それぞれが、それぞれの暮らす地域で、安心 して笑顔で生

活できるような社会づくりを目指しています。

NPO法人パオッコ～離れて暮らす親のケアを考える会～

〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-3

本郷春木町ビル 9Fイ ンキュベーションハウス内

TEL: 03-5840-9935//FA)く :03-5689-0958

URL http://www paokko org

*常勤スタツフがいないため、留守番電話になっております。

折り返しのお電話は遅れる場合がありますのでご了承ください。
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