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福祉施設における「ふつうの暮らし』の環境的条件に闘する観究

一居住施設空間における住宅らしさ・家庭的環境の実像について一
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社会福祉施設とくに入所施設において,その集団管理的な環境の見直しが進んでいるが,それぞれの施設において「施設らしくない」

「ふっうの暮らし」を求めている。しかしその実態は,それぞれの施設によってまちまちである。同様の言葉に「家庭的な環境」「そ

の人らしく」なと環境とケアの概念が定着している。職員がこれらの言葉に対してどのようにイメージを持っているのか,職員自ら言

葉に対しての写真を撮影し,その写真を分析することで,概念の共通化をはかることを試みた。とくに高齢者施設においては,食事や

家事作業などを居住者がおこなっている光景が取り上げられ,職種別にもそのとらえ方に特徴が見られた。
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1.はじめに

1.1研究の背景と目的

高齢者施設をはじめとして社会福祉施設,とくに入所

施設の近年の動きとして,いわゆる脱施設ケアの重要性

がうたわれている。すなわち,これまでの集団管理的な

施設生活ではなく,プライバシーのある個別の住居空間

としての生活環境を確保することにより,入居者の自立

と尊厳を高めることが求められている。このとき,キー

ワードとして多くの現場で目的の概念として使われてい

る言葉が「ふつうの暮らし」とその環境的要素としての

「住宅らしさ」「家庭的な環境」等である。が,しかし,

そもそも「ふつう」とは,万人により異なる形態をもつ

ものである。この,定義のされていない概念の曖昧な言

葉の陰に隠れて,その実態や意味づけもひとりよがりに

なりがちである。仮に住居としての環境とはほど遠い施

設的な環境であっても,何らかの非日常的なイベントを

もって「ふつうの暮らし」と名付けてしまうことで,そ

のケア環境を肯定してしまうような例も実際にはしばし

ば見られている。実態としては,この概念は混乱して用

いられることも少なくないのが実情と言えよう。

本研究は,これまで曖昧にされてきた「ふつうの暮ら

し」という言葉の概念の共通理解に向けて,本来この言

葉に象徴されて推奨されていくべき環境の条件とは何か,

を福祉施設全般にわたって,できるだけ多面的に明らか

にすることを目的とする。その上で,住居化の動きにあ

る今後の福祉施設の方向性にっいて,そのあり方にっい

て考察し提案することをその先の目標としている。

社会福祉施設等の実態においては,本来理想像として

求められている理念が具体化されていくことが必要であ

るが,現実にはその概念の定義がなされないまま「ふっ

う」という言葉が多くの人々の口にのぼっており,実態

を伴わずに普及している。このような現状で,施設計画

においては,学術的に真の意味での理解が必要となって

きていると思われる。本研究では,まず,その言葉の持

つイメージを客観的に分析することとした。このため,

研究手法の特色として,「実像」として「写真に現れた

判横浜国立大学教授 *2横浜国立大学講師

一247一
住宅総合研究財団研究論文集Nb.36.2009年版



現象」の読解を中心に考察をおこなう。関連するスタッフ

及び家族や当事者等が,それぞれ「ふつうの生活」をどの

ようなイメージとして捉えているのか,またそれにより何

を求めているのか,調査によって収集された写真から明ら

かにするものである。おそらく「ふつう」とは一意に捉え

られるものではなく,モデル化することは困難とは思われ

るが,多くの人から共通して求められていることを,象徴

的な具体事例として示し,その光景の代表例を挙げること

はできよう。実像を事例的に提示することによって,今後

の住宅や施設環境づくりの指標的な役割を果たすことも可

能と考える。

1.2既往研究との関係

今回の研究テーマは,これまでにも高齢者施設の研究や

計画実践において当たり前のように使用されてきた言葉を

対象として扱うものではあるが,具体的には福祉施設一般

に関して,これまでに研究の実績があったわけではない。

北欧で従来重視されてきた概念としての「ノーマライゼ

ーション」は,主として知的障害者の施設生活の改善から

発した考え方であり,バンクーミケルセンにより提唱され

た当時の施設における,一般生活との明らかな差異を解消

する方法的概念として「ふっうの暮らし」を志向する言葉

として知られている。日本では,高齢者や障害者一般の社

会福祉施策における視点として汎用されてきた。しかし,

これはそもそも閉鎖的・管理的な全制的施設(トータル・

インスティテユーション)における生活の異常性を訴求し

改善するためにもたらされた概念で,その対極にあるべき

ふっうの生活の目標像が具体的に示されているわけではな

い。如～3)

今回の研究方法として,主として写真を分析するという

研究手法を試みた。この研究手法について,筆者らの既往

研究成果としては,全国認知症高齢者グループホーム協会

「グループホームにおける目常生活支援概念の構築事業」

を実施,その検討委員会によってその概念を共通理解する

試みをおこなうと共にアンケート調査を2003年に試行し

た。ここで初めて試行錯誤的に試みたことが,事業所から

提供された各言葉のイメージに関する写真を委員会委員の

討論によって分析するという手法であり,結果としてこの

手法に可能性があることを確信するに至った。この調査結

果は文一4にまとめており,さらに,一部の特養の職員の

イメージ分析を交えて考察し文一5としてまとめている。

2.研究の方法

2.1研究の方法

人によりばらばらな概念として捉えられている「ふっう

の暮らし」「住宅らしさ」「家庭的な環境」等のイメージ

の統一をはかるためには,各人の抱いている環境のイメー

ジを分析し,その中から具体的な環境構成要素を抽出し,

それらを構造化することが重要となる。研究対象としては,

高齢者を対象とした施設環境を中心に考察し,社会福祉施

設全般についてその考察を敷街させていくこととする。

主として研究方法については,文献・ヒアリング等によ

る理念・基礎概念を明確化した上で,郵送調査による実像

の収集と概念の構造化を試みた。

郵送調査にっいては,施設における「ふつうの暮らし」

等の光景を職員の目から見て写真撮影してもらったものを

収集し,分析考察するという写真調査手法を用いた。本研

究で用いた写真調査手法は,文一6の「写真投影法」を応

用したもので,「○○の場所」と感じる様子を職員自身に

撮影してもらい,その様に感じた理由をコメントで記入し

てもらう形で行っている。写真を用いた調査手法はワーク

ショップでは多用されているが,あるテーマに従って写真

撮影をしてもらいその被写体を分析する写真投影法,環境

の「よい,悪い,気になる」などの評価にもとつく写真を

撮影しコメントをつけるキャプション評価法,それを環境

改善に応用したPEAP711)などに応用されている。本調査

手法は,抽象概念を提示した場合に撮影された写真の内容

を分析することにより撮影者の保持するイメージを考察す

る研究手法で,文一4で最初に試み,いくっか応用例文一7・8)

も発表している。

2.2調査の対象

本研究では,居住施設である社会福祉施設として以下の

3つを調査対象とした。すなわち,①高齢者福祉施設(特

別養護老人ホーム,グループホーム)②児童養護施設,③

障害者施設(共同生活介護施設,施設入所支援施設,身体

障害者療護施設)である。

①高齢者施設に対して実施した調査

社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター

「ユニットケア推進室」との共同研究として調査をおこな

い,同センターの「①一1ユニットケア研修?i2」受け入れ

施設」(全国45施設),WAMNET71:1)より無作為抽出で選

んだ研修受入施設以外の「①一2ユニット型施設」,「①

一3従来型施設」,「①一4グループホーム」それぞれ

200件に対して,アンケート調査を実施した。

職種毎の意識の違いを明らかにするために,管理者,ユ

ニットリーダー・介護り一ダー,一般職員(施設の中で最

も若い,または介護経験が短い人を指名),指導者に対し

て実施した。

なお,それぞれ上記の対象施設①一1に対しては,管理

者・ユニットリーダー・一般職員・指導者の4職種を回答

者とし,対象施設①一2は,管理者・ユニットリーダー・

一般職員の3職種,対象施設①一3は管理者・リーダー・

一般職員の3職種,対象施設①一4は,管理者・リーダ

ー・一般職員の3職種とした。
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②障害者施設を対象に実施した調査

高齢者施設と同様に,首都圏を中心に抽出して施設を選

び,対象となる制度としては,共同生活介護施設,施設入

所支援施設,身体障害者療護施設の3種類とし,一般職員

を対象とした。

③児童養護施設を対象にした調査

集団養護を実践している大舎制の施設,子どもたちをグ

ルーピングし,敷地内にそれぞれの住居棟が分散した小舎

制に分けて対象を設定した。「小舎制養育研究会」注の参

加施設を主として対象とした。

回収状況は表2-1の通りであり,障害者施設,児童養護

施設における回収率が極めて低かった。これらの施設では,

「ふつうの暮らし」という概念に関しては,現在では,職

員の側からすると大きな問題意識として考えられていない

ことなどにより,回答する動機付けが弱かったことが考え

られる。この結果より,本報告では,高齢者施設を中心と

して分析するものとする。

2.3調査の内容

①高齢者施設に対しては,「ふつうの暮らし」「家庭的

な環境」というキーワードから5つの撮影テーマを選出し,

職員がそのように感じる風景(または感じない風景)を撮

影してもらい,その理由を尋ねている。撮影テーマは以下

に示した内容で,具体的な設問は表2-2の通りである。

A.ふつうの暮らし

B.ふつうの暮らし+重度になっても

C.その人らしく

D.その人らしく+重度になっても

E.家庭的な環境

これに加えて,職員のとらえる職場環境としての評価項目

を2点あげた。テーマは以下の通りである。

F.やりがいを感じる場面

G.「ほっ」と出来る場所

②障害者施設に関しても同様に,A,C,Eを設定した。

③児童養護施設に関しても同様に,A,C,Eを設定し,

「その人」を「その子」に言い換えるなど言葉遣いを子ど

もの施設向けのものに配慮した。

それぞれの内容に対して収集できた写真の枚数は表2-2

の通りである。

2.4考察の方法

撮影された写真には,それぞれの光景を撮った理由を記

載してもらっている。このコメントを読み取りその文面か

ら撮影者の意図を「キーワード」として抽出した。出現し

た例の多いものを挙げれば,これまで行ってきた「生活の

継続・習慣」,強制されない「自由な生活」が実現してい

る状況,各人の個別性などを重視する「独自性」,個別性

表2-1調査の概要

    封象施設区分選出方法回答施設(回収皐)

    a.ユニットケア研修受入施設全国の研修受入施設45施設32施設(71.1%)

    高齢b.ユニット型施設全国のユニット型特養838施設(WAMnet調べ)より200施設を無作為抽出26施設(13.0%)

    者施設c従来型施設全国の従来型特養4303施設(WAMnet醐べ)より200施設を無作為抽出雪全国のグルーづ'ホーム9828施設8施設(4.0%〉
    d.グループホーム(WAMnet調べ)より200施設を1{施設(5.5%)

    無作為抽出

    首都圏(東京,神奈川,千葉,埼
    e.共同生活介護施設玉)の共同生活介護1691施設より5施殴(4.3%)
    瞳115施設を無作為抽出
    書首都圏(東京,神奈川,千粟,埼
    者£施設入所支援施設玉)の施設入所支援施設4施設(42%)
    施全95施設

    設酋都圏(東京.神奈川,千葉,埼
    9身体瞳寄者療護施設玉)の身体障轡都寮護施設2施設(5.0%)

    全40施設

    ①「小書鋼養護研究会」に参痴し

    児童h大書舗た全国の大舎制児童養護施設30施設5施設(6.0%)
    養②首都圏全45施設
    護⑦「小害制養護研究会」に参加し

    施般1,小舎制た全圏の小舎舗児童養護施設20施設4施設(8.09旬
    ⑫首都圏全30施般

表2-2調査内容と回答写真枚数
       高齢者施設障児

       ユユ従グ審童
       研二二来ル者養

       修ッ受トツト型施;プ施設護施
       入ケケ設ホ設
       施アア1
       設施ム

       設

       A『ふつうの轟らし」が営まれている思われる横子17073…15.著617鱗

       介護穫の高い方が「ふつうの暮らし」をB営まれていると思われる様子1296311辱9
       ・・鰍儲享」生活とケアが鰍されていると146691筆Qi曲{312娼
       介護度の高い方に対して「その人らしい」D生活とケアが握供されていると思われる様子13162iO12
       E「蒙腱的な環境」で生活していると思われる様子属66812{513鍋

       Fあなたが仕箏に「やりがいを懇じる」場面お169{014

       ・畿羅鷺欝憩時間中に137601014
にもとついて出来ることを遂行する「能力の維持・発揮」,

「入所者同士のつながり」など人間関係,また,逆説的に

使用される概念としては,医療施設や保護施設が想像され

るという「施設らしさ」などが挙げられる。

写真に撮影されたものからも非常に多くの要素が抽出で

きたが,ここでは,そこで写されている「行為」に注目し

て分析したものを述べることとする。調理や洗濯,掃除な

どの日常的な「家事」,毎日の喰事」(経管栄養を含む)

風景などが全体として多く見られ,また,個人的な「日課」

や「趣味嗜好」,非日常的な「行事」なども見られている。

なお,本報告への写真掲載については,調査時に公開許

可を得ているもののみを,ここでは掲載している。

3.高齢者施設における実像

以下の各節では高齢者施設において,それぞれのテーマ

に対する職員の実像から読み取れるfキーワード」と「行

為」にっいてまとめたものを挙げて考察する。とくに高齢

者施設の場合は,その種別や規模,職員の職種によって,

日常生活との関わり方が異なることから,それぞれに分類

した場合の集計結果を載せている。
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3.1ふつうの暮らし

撮影場所としては,「ユニット内」「居室」が多かった。

「行為」内容を見ると,全体的に「家事」をしている様子

を捉えていることが多い。従来型施設では家事行為が一枚

も無いが,GHでは食事の準備を入居者自らおこなってお

り,買い物から調理までの行為をあげているものが多い。

しかし,食事の場面が撮影されたものが無く,食事そのも

のより作る過程を重視していることがよくわかる。また,

撮影されたものが行為ではなく,ハード(場所,居室のし

写真3-1(ユニットケア研修受入施設)

キーワードニ自甫な生活
行為:食事
コメント:施設と外食店のメニュー
喪,、この方は,施黛の食事メニユー
爽を兇て,「今日は違うものが食べ
たい1と思!)た時に,ご自分の携帯
電話力ら,お店に1耐妾連絡したり,
職貴に依頼して,出前をとって食べ
られる.また,レトルト食品や簡単
に調理できるものを購入しており,
二乙二ニット職員}が調珂{して食ノくてし・た:
だいている..

写真3-3(ユニットケア研修受入施設)

塾
キーワード;能力の維持1・発揮
行為;家事(洗い物・後片付け)
コメント:○その人らしい当たり前
の暮らしの継続O残された能力を生
かすこと{こつとめる。できることは
自分で行う,食器洗い,

写翼3-2(ユニットケア冊修受入施設)

謙懲螺霧

醗

キーワード:自曲な生活
行為:外撫(買い物)
コメント:近くのIOOFI均一に買い物
へ行った時の写真です(自分で欲し
い物を手に取っている場面)いつ
も生活の中で裁縫を行く)ている人居
者.雑巾やきんちべ・く袋を作っては
家族や他のユニット、職員に売りに
行〆)ています、この口は1'糸が無く
な':・たから買いに行きたい」と声が
あ一たので近くの100円均・まで買い
に行き菜した,欲しい時に賀いに行
ける、実行に移せる事は私たちでも
ふつうに行'・)ている事.、施設だから
無礫ではなく、それがiたり前に出
来る串は「ふつうの暮らしjではと
感じたす。

写真3-4(ユニットケァ研簿受入施設)
織霧鱗猟壽麟

蝦
難
繋

勲
難

キーワード:生活の継続・習慣
行為1趣味嗜好(ゴルフ〉
コメント:(:)その人らしい当たり前
の暮らしの継続○・人ひとりの願い
を大切に。認矢【1症のお年寄りですが
昔の習桝iでゴルフクラブの,江ち婁も
板についています,

写真3-5(ユニットケァ研修受入施設)写真3-6(ユニットケア研鯵受入施設)

キーワード:独目性
行為:その他(会議)

コメント:月'回行われる「常会」
の・コマです.入尉者の質闇,,事
務長が鱗えています.議長(右手
前)をZて、二⊥:ットから参加しま
す:.意見,要望を出し合い,fl事を
決めたり,サービ'スの改善を求めた
りする場合も多々ありま…す、入1・'1者
の声がより反映できるよ♪な階にな
ることが目的ですリ

キーワード:独自性
行為:食事(インスタント食品)
コメント:週iく起きた朝べ',ち」.・)
とお腹が空いたときに,食ぺられる
物が酵通に置いて幽るという風鼠も
ふつうり蓉らしの諦分ではないかと
思います.,

つらえなど)を撮影したものが研修受入施設で3番目に

多いのが特徴的である。研修受入施設では「食事」を撮影

したものが最も多く,次いで「家事(炊事)」であり,ユ

ニット施設ではそれが逆となっている。

「キーワード」では,「生活の継続・習慣」「自由な生

活」「独自性」が多く,研修受入施設では施設のタイムス

ケジュールを決めず,自由な起床時間,食事時間,就寝時

間としていた点が,ユニット型,従来型とは異なる。

表3-1「ふつうの暮らし」キーワード
           ユニツトケア研憐受入絶設ユニットケア施従集型施股グルーブホーム紛計
           管ユー指小ユー小管"ユ一小管ユ一1
           理二般轟計二般計理_般計理二般針
           者ツ職者ツ職者ツ職者ツ職
           ト貫ト黄ト員卜貫

           り1ダ【マダ「リiダ1Yダ[
           羅う61353zi37,葡53420541i7;,41272i8褥246
           ベットとのつながり1訂1

           蜜族とのつながり21115116

           入所者同士のつながり332104151231,119

           職黄とのつながり1235161110

           瑠壇条件施設らしさ「i1'誓1111
           自由な生活12139134756112260

           独自性3フ86248412112239

           職貫の姿勢123ll4

           生活の織綬1薯22

           生活の継緩・習慣304810521271911112476

           能力の維持・発揮84331841522427

           思わない2i2i午轟6511i2i禮i131な119
           施設らしさ!124151響8

           自由な生活111

           独自牲112461129

           能力の雑持・発揮111

           閣方1i1718§量}9
           施設らしさ11112

           生活の継続・習慣666

           独自性Il1

           翻G13733i3gl1了o曝726凋1i2i515736憾27ら

表3-2「ふつうの暮らし」行為
      ユニットケア研筋奨入施設ニットケァ施従来型施設グルーフホーム総計

      管ユー指'卜ユー小管ユー主管ユー小
      理二般導計二般8十理二般計理二般計
      者ツ職者ツ職者ツ繊者ツ職
      ト黄ト員ト餓ト員

      マリ1リ1マ
      ダ1ダ1ダダ

      魁うG1'3蘇3髪37綿534ド霞o騒17塔'璽2726嚢52弱

      ハード42371633622

      鰹事1357103513215奮413858
      外出231!77

      休謹5745213324

      行事821112ll1121317

      趣瞭嗜好1144221フ5121111236

      食麟3756214262229

      団蟻5333146285381131

      日課823215331119

      その他2133

      愚わない2246161雪2131119

      ハード114267

      憲箪222

      休憩111

      行鵡123114

      趣味嗜好111

      食事112113

      日螺111

      岡力11716,奪
      ハード111

      家事777

      食畢1.11

      齢6鷹:3733.391"轟7!26,73195157・ぎ@.鶏278
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3.2ふつうの暮らし十重度 所で食事するという配慮をしている写真が見られた。また,

ユニットケア施設では,要介護度の高い人に対しても継続

前項「ふつうの暮らし(テーマA)」では,「行為」で

は食事,炊事,「キーワード」では「生活の継続」「自由

な生活」が多かったが,これに「重度化」の視点を加えた

本項では,「行為」では「食事」が最も多い点は変わらな

的に行っている日課に注目していることが特徴としてあげ

られる。研修施設の管理者以外の職員については休憩に着

目しているものが多く,管理者は少ないことから,入居者

との接触の長い職員ほどこの傾向があると言えよう。

いが,「家事」が減少し,「食事(経管栄養)」が2番

目に多くなっているとの違いが見られた。「食事(経管栄

養)」では「場所」と「行為」を職員がどのように捉えて

いるかが重要であると言えよう。経管栄養の必要な人の食

事に対しては,リビングに連れ出したり,お気に入りの場

写真3--7(ユニットケァ研修受入施殼)写真3-8(ユニットケア研鰺受入施設)

キーワード:独自性
行為:食事(経管栄養)
コメント:この写真は、経管により
栄養を摂っている入居者{ガ写した様
子であるc.このノノは、口時頃から16
時まで離床し、1日3剛の経管栄養の
うち昼の経管栄養をリビングなどで
行つている.主な目的は、口中の生
活に刺激を与えるためである.しか
し、この方は、言語的・非濡語的を
問わず、コミュニケーションをとる
事が難しい方で、私のような経験の
ない新人にとって、かかわりを持っ
て背くことにエネルギーを必要とす
るがである、,しかし、毎臼のように
離床の'.めの援助をしプこり、「今日
は暑いから窓際は避けようかな」な
ど場所を考えたりしていくうちに
徐々にこの方の「暮らし」が見えて
きたr一テーマ1の写真の入屠者がこの
方がリビング以外で経管をしている
と、「あの大きい女性の方見えない
ね」と菖う。私も1今日は口がよく
動くiとカ・f今日はい!:〕もより口が
汚れている」とか、この方の変化に
気付けるようになってきた.,それら
は全て、この取り組みにより、この
方がユニットの・員として存在感を
持・)ているからだと感じる。

写真3-10(ユニットケア研修受入施設)

キーワード:自由な生活
行為:外出(買い物)

コメント:月に1度力・2度,近け計のス
ーバーマーケットへ買い物に行く,
経管栄獲のため,何でも食ずること
ができないのは残念であるが,遡1回
のアイスクリー・・一ム,で縮吉(の汁をと
ろみをつけて召しlllがる)ふるモい
のために,菓子類等を購入する、、先
Hは先Hで,「晩に妻(亡き)の夢
をみた。iiNltl墓参りにlfく」と突然
言われ,直員イ寸き添いのもと,出か
けたところだ.普通に買い物ができ,
普通の暮らしができ,その1'[思った
ことが白然に'できるということも
「ふ'『)うの暮らし」の・楊面なのだ
ろう.

購
難

、,騰 熱

夢輝1馨
.鰭鋒.

講

.錘
舞
ダ
嚇

キーワード;生涌の継続・習慣
行為;rl課(新聞)

コメント:四肢麻療で、II中はリク
ライニング中碕子で、好きなTVを視
聴し過ごされています,毎朝、新聞
を読;三れ、特にスポーツ政治に関す
6ことに1ごく興[朱をもた渚L'ぐいま
・1二,高校野球、マラソン観戦だ'った
り、政治であれば、必ず選挙(投
票)}こ守「〒カ、2,し裏-S-、ごく普ゴ日亘rV、事近貢
のですが、あるが窯まの状態で生活
し_°・(V、ノ之プごく』二2:;lb;普i由a)暮ジ)L1ご
と感じま'・『う

写真3-9(ユニットケア研修受入施設)

キーワード:臼由な生活
行為:食事
コメント:左端の方は介護度のi'fs'iい
方であるが,ゆっくりと起きて遅い
朝食をとっている、他の入暦者撤も
何気なく気遣いながら,一緒にテー
ブルを囲んでいる.自分のペースで
生活している,

写翼3-11(ユニットケア研修受入施設)

欝蟻

鯛 繊

キーワード:能力の維持・発揮
行為:食事(蚤管養養)

コメント1この方は胃痩から食串・摂
取していk=]',,イ也【7)方と同じように
食事は食瀧で爵佳床されさオしていまづ『、
他の列用者,職員の動きを目で追い,
時々職員の声かけに1子1をくりくりさ
れている表情を駐かけます.コミュ
:::一一f一シL;1ンはとれないけど,1息
7一さんが見えましたねえ～」とお話
しすると涙を流されまつ介護度が
高い方でもふつうの幕らしが可能だ
と:思し、重rtr,,ノ萎ノ)1膚'1.で「虻c.

表3-4「ふつうの暮らし+重度」行為
           ユニットケア研罎受入施設ニツトケア施従来型箱設グループホーム総計

           管ユ一指小ユ一小管ユ一小管ユ一小
           理二般導計二般計理こ般計理=:般計
           嵩ツ職餐ツ職餐ツ繊者ツ職
           ト黄ト員ト黄ト員

           リiダEリ1ダリiダ1リ「ダ1
           慰う25i3達26鍋i{稲$o194912甫752291創

           ハード211151127

           蜜事214711119

           外出1124115

           休憩24261422418

           行事,】簡24115
           趣嫁嗜好342'4寸33691123

           食事11111243810414221155

           団繋235314112212

           日豫15341352720

           その他23.2613336121422427

           遡わない」1i轟i曝,沁83輩13i3麟
           ハード11244117

           休憩22113

           行第111

           食事で1353141110

           団奨111

           その他11112

           闘方糞23養121量6

           ハード1122

           休憩111

           行灘111

           食壌ll1

           その他1,薯

           繕齢2732,3238:1293923督2{55劉52i2921{

表3-3「ふっうの暮らし+重度」キーワード
           ユニットケア研軽受入施設ニットケア施匪従来型施設グルーブホーム総計
           管ユ'一指小ユ一小管ユ一小管ユ一小
           理二殼導3十二般計理こ般計理二鍛計
           者ツ職餐ツ職者ツ職看ツ職
           ト員ト最ト員ト畏
           リリリリ
           }11「

           ダEダ「ダ[ダ1
           慰う2531'26'編{16311gi曇o1;247⑤223182

           ベットとのつながり11112

           課躾とのつながり】121541510

           入勝者圃土のつながり322723511221317

           聡貴とのつながり111

           埴疑ボランティアとのつながり111

           施毅らしさ112113

           自由な生活106452597161142

           独自性355518224112[1226

           繊黄の姿勢1214115

           生活の纒続・習慣714911419615221159

           能力の維梼・曼揮211711441116

           思わない雀灌尋4{o83雛3324

           籍股らしさ1236617】114

           目画な生活11112

           職員の姿勢112131」5

           生活の鯉続・習慣11訂

           象自性1122

           爾方123篭1'2116

           寡族とのつながり111

           環境藁件111

           施設らしさ111

           聡員の姿勢111

           独自性111}2

           総鎌2732'3238129鵜231631i56115.229餌2
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3.3その人らしい

「その人らしい生活をしている光景」として撮影された

場所としては「ユニットリビング」「居室」が多かった。

一部,外出をとりあげているものについては,施設外部に

おける買い物行為などが撮影されていた。

「行為」については,「趣味嗜好」「家事」「食事」

「日課」「居室のしつらえ(ハード)」の順で多いなって

いるが,個人の生活歴を考慮した趣味活動や日常の様子が

撮影されていることが多い。その人独自の特技や得意とし

ている家事などが活き活きとした光景としてあげられてい

 る。

「その他」に分類される多様な行為があり,まさに人それ

ぞれの従前の生活スタイルを踏襲していることが各施設で

保証されようとしている実情がわかる。

「キーワード」では,他者との繋がりというよりも個人

の「独自性」が圧倒的に多くみられ,とりわけ研修受入施

設では「自由な生活」が多く見られており,その他に「能

力の維持・発揮」等,個別性を対象としたものが多くなっ

ている。研修受入施設では「ふつうの暮らし」と同様,施

設にタイムスケジュールのない自由な生活の様子を撮影し

たものが多かった。

表3-5「その人らしい」キーワード
写糞3-12(ユニットケア研修受入施設)写真3-13(ユニットケア研鯵受入施設)

キーワード;独自性
行為:ハ・一ド(居室び)しっらえ)

二1メント:この方が二a)鍵の方が
「開いているか,閉まっているか・
口でわかるから安心なe)1.というこ
とでこの鍵を使用してい衷すd,※鍵
の位:置亡が「高い」という二ともあり
表すぴ本来の鍵の位澱が…ゆ

キーワード:自由な生僧
行為:外出(買い物)

コメント:近所のスー八一に買い物
に汀き,自分で選んで購入し'ぐいる
所、買い物が大好きで,月に2階ほ
ど,近所のスーバーに行き,メモし
てきた髪を見ながら,食料品や衣類
などを貿っている,その人の窄三しみ,
生きがいを提供できていると思うの
で.,

写翼3-14(ユニットケア研鯵受入施般)写真3-15(ユニットケア研修受入施設)

キーワード:能力の維持・発揮
行為:その他(手紙を書く)

コメント:年賀状を欝いていろ光最
です.筆まめな方だ'ったんでし轟う
 か?いまμ:"'所録を持ちノ歩さ,達
筆な字をお書きになる姿は,間違い
なく人生の先覆と呼びたくなります,.

写真3-i6(ユニットケア研修受入施般)

キーワード:自由歳生活
行為:休憩

コメント:自分の好きな1}浮聞に起きた
り,寝たりして,居室の中で自由に過
ごされ,ています"もともと若い頃から
そういった1'活リズムがあった方なの
で,"その人らしい生活"なのでない
かと思いました、

キーワード:自山な生活
行為:その他
:コメントニタ食前に冷蔵庫の中の整
理(li分の物)をしている場面でづ
時聞にt:・rて生活が決められている
のではなく,・臼咽をその人が決
めて生活し、ている所だと思われ"
夕食に使川する小魚や梅}㌦しの賞味
期限をチェックしていところです、.
目分で選ん「'賀"てきた物なので,
毎日白分で冷蔵庫の中をガサカサし
ています.,

写fi3-・17(ユニットケア研鯵受入施設)

纏
5辮
 綜、
ず

聾轡勢㌦
キーワード;能力の維持・発揮
行為:家拝で炊事)

コメント:'ll:から調理が得意な2人ワ
白ら天ぶレ)の糺材を切っています,

              ユニットケア珊修曼入施設ニツトケア繍従来型施毅グルーブホーム総計
              管ユ一指小ユ一小管ユー小管ユー小
              理二般導計二韻計理二般計理二般計
              登ツ職奢ツ戯者ツ繊奮ツ職
              ト鎚ト黄ト艮ト員

              リEリ「マll
              ダ[ダダ1ダ1

              騒う釦433636145引266714δ10525重2脳

              ベットとのつながり111

              寡族とのつながり2312811210

              入醍者同士のつながり1315338

              膿爵とのつながり1236117

              珍域・ボランテ4アとのつながり111

              施船らしさ11112

              自由な生;舌612ll93836922451

              魏自性131212135017724{12212581

              職員の姿勢1111113

              生活の縫皐昏習儂363517358ll111329

              能力の維持・発揮58432G11718112241

              騒わない112113

              施設らしさ111

              独鼠性蓮1112

              岡露111

              自由な生活111

              観醗3ti葡33361堵6嗅227舶14i5・狛63窃1323臼

表3-6「その人らしい」行為
               ユニットケア研修畳入施設ニツトケア旛従来型施設グループホーム総言十

               管ユ一揃小ユ一小管ユー小管ユー小
               理二般湧計二般計理二級計理二般蕊十
               潜ツ職者ツ職奢ツ職暦ツ職
               ト畏ト員ト員ト最

               リ1ダ1リ1ダEリ1ダリ1ダ
               思う3◎轟3諦36145刷2667竃轟51052512234

               ハード3334134371響21

               象軍19431774112230

               外出112111」115

               休慧2334123142218

               行事11112114

               趣味噴好フ10111038竃4923213121468

               食福666422134111128

               団繋224311561118

               日課4724174481126

               その他532313221116

               騒わない112筆13

               ハード1葬112

               行事運垂1

               爾力111

               休憩111

               繕駈31紹36361㈹毒227691尋510535i13蹴
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3.4その人らしい十重度 出」を挙げて撮影される件数がむしろ多く見られているこ

とに注目したい。「家族とのつながり」と「外出」の実際

前項「その人らしい(テーマC)」では,施設内部の部

屋において,個人の自由な生活の様子を撮影したものが多

く見られたが,「+重度」となると,撮影場所としては外

部(施設外)が,「行為」で「外出」,「キーワード」で

は「家族とのつながり」を重視する傾向がテーマCよりも

の例としては,故郷に帰るために新幹線で出かけるという

事例等が特筆される。重度になると,職員は入居者のその

人らしい生活を実現するために,他者(特に家族)との繋

がりをより重視するようになり,活動の範囲を広げるよう

に努力する傾向があると思われる。

多くなっている。逆に「家事」や「日課」が減っている。

ここではとくに,重度でない場合(テーマC)よりも「外

写翼3-・18(aニットケア硯修受入施設)写真3-19(ユニットケア研修受入施設)

キーワード:家族とのつながり
行為:団攣

コメント:夫婦で過ごす朝のひと時,,
一一人暮らしのこ柔入は,入居されて
いる奥様と過ごす時間を大切に思わ
れ,毎iJ奥様に会いに来られます、
ご提婦の半日の日課は決まつており,
①施設に来1、れたご主人はまず,ご
白分の花畑に水を・やり,ボランティ
アで施設の.,瀾周りの硫栽に散水し
てくださいまつ②その後,奥様の
居室に入り,部歴の整頓後2階の図誇
コーナーに行き新聞を読み.皇す.③
1階に降り施設の外周を花を見なが
ら散歩されます。この臼課がほぼ365
日続いてい窯す

キーワード:自由な生活
行為:趣味嗜好(飲酒)

コメント:お酒と絵を描くことをこ
よなく愛した方です。腎臓機能があ
賓り良くなく,お亡くなりになり美
した.、ざっとニオしが人荘三ま後後の才」躍雪
と絵ではなかったかと思い美す'.そ
の人らしい生活を提供したかという
話ではなく,その人の人生を医療,
棉祉,介護が邪魔をしなかった例と
してあげさせていただきました.ご
家族からも本1に幸せだったと思い
ますと言われたことが忘れられませ
ん.ご冥福をお祈りいたし蔽す。

写真3-20(ユニットケア研修受入施設)写真3-21(ユニットケア研修受入施設)

な

罷.'㌔棚甲曜㌔

難
欝

慧懲
鑛

昭簸撫

キーワード:家族とのつながり
行為:外繊

コメント:外出は本人のtlむ所へ..
介護度が高くても,スタッフが「f伝

嘉

ってご自宅へ帰ることを予伝います、
こうしたことを続けていくと.家族
だけで外出,外泊することも増え,
協力が得られろようになることも多
いです、,

写真3-22(ユニットケア施設)

藝
轟

§載'

キーワード:生活の継続・習慣
行為:日課

コメント:介護度4の入居者で認知症
のため大寅をあげることが多い。入
所繭は、'10年近く毎H信じる宗派の
お参り、人の世舌をされておられた。
人所してからも午前中に10分程お経
をあげるのが日課になっている、、職
員は、お経の本とお経に集中できる
ように静かな場所の提供している,
お経をあげたあとは、落ち晋いて穏
・やかに過ごしている.

威轟継
馳働舶癖

鑛譲冷蝿ミ鑑
 。鞍

籔
キーワード:自由な生活
行為:外出

 コメント:グρ寸萎度4のこ利月}背です.、
・今回の新潟大震災を知り,生まれ故
郷の長岡に帰りたいとのご希望があ
りました。32年以ヒ帰く)ていない
とのことで,何とかご希望をかなえ
てあげノ'いと,嘱託医の先生,後見
さん,長岡の遠いご親戚等の協力で
実現い.し窯した,,桐生→高崎はタ
クシーで,高崎叫長岡は新【除線で、

写真3-23(ユニットケア研修受入施設)

キーワード:自由な生活
行為:外出(お参り)

コメント:長年信仰していたお～∫参
りに豹ってきました,ご本人は,意
思表示できない方です曹が,おをの奥
様の顔を見て鳴噛され美したとて
も感動的な場面で、ご家族も感激さ
れ妊した.帰られてからは,御詠歌
の㍉一一ブを聞いてもら')ています

表3-7「その人らしい十重度」キーワード
            ユニットケア研簿受入施設ニットケア施壽従来型施設グループホーム鴛計
            管ユ一指小ユ一小管ユー小管ユー小
            鐸二醜般瀞計二般計理二般計理二般針
            者ツ職餐ツ職餐ツ綴餐ツ職
            ト員ト興ト員ト員
            リリリ            }11マ
            ダ1ダダダ1

            憩う3G2a32i3鵡コ乏4鱒£1i561i3轟85{2i4穏緯$
            累簾とのつながり510152131425

            入所者固士のつながL2114Il26

            職澱とのつながり111

            環境条件」1223

            施殿らしさ112113

            自由な生活10118837臼7151225121461

            独自性43126251351843

            職員の姿勢1122

            生活の纏緕・習慣3375i8459ll28

            能力の雑捕・発揮346135271124152フ

            慰わない2幽31i聖6235重11i言13
            謙族とのつながり1τ1

            環境条件11t

            施設らしさ111

            自由な生活112113

            職員の姿勢111」2

            生話の縫績・習償1122

            狸自性ll2113

            縄方i11111重3
            施設らしさli1

            生活の繕続・習慣111

            能力の綾携・発揮111

            麓計$2;3竃網35131"2§i雛11弓5霊o513i薦控2硲

表3-8「その人らしい+重度」行為
             ユニットケア硲修曼入旋設ニツトケア施従来型施設グループホーム総計
             管ユ一指小ユー小管ユ一小管ユー小
             理二殻灘計二般計理二級計理二般計
             餐ツ臓暑ツ職者ツ職者ツ職
             ト員ト員ト錘ト貴
             リリリ             1711
             ダダダダ

             羅う釦2832.3尋1243521'5613曙85i23憩1駐8
             ハード23631452721

             家穣2114337

             外出543113111115

             休憂寡4415b142211η
             行事1113114

             趣味職好42841816420112乳342

             食聯82フ82544812321339

             団樂27141441519

             日課121264151112

             その他134513551112322

             思わない23雪6235111、113

             ハード151234

             休碧22訂13

             食事1113114

             その他[1112

             麗芳11雪11τ13

             ハード111

             趣聴嗜好111

             日燦111

             鶴謙3231333513137.25621曝,5沁53'3112拷
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3.5家庭的な環境

「家庭的な環境」を表していると思われる光景にっいて

の撮影場所としては,室内の「ユニット」「居室」が多く

見られた。

「キーワード」では「環境条件」で部屋のしっらいなど

のハードそのものを撮影したものが多く,次いで家庭にお

ける基礎的な能力としての家事の技術を発揮するという

「能力の維持・発揮」,長年使ってきた家具などを契機と

して生活の継続性を保証しようとする「生活の維持・習慣」

等,入居者の生活歴を重視しているものが多い。

「行為」では,居室のしっらえなどのハード面を説明的,

直接的に撮影したものが最も多く,次いで「家事(炊事)」

である。従来から調理などの行為が推奨されてきたGH

だけではなく,特養においても,炊事等の家事活動を行っ

写翼3-24(ユニットケア研鯵受入施設)写真3-25(ユニットケア研修受入施設)

キーワード;能力の維持・発揮
行為;家事(炊事)
 :】メント:玉00戚τ迎えられても包丁
を握れぼ、野菜非胡ります.長甲、
主婦をされていた方に投割はあった
はずですから、,

キーワード:生活の継続・習慣
行為;ハード(層竪のしつらえ)

コメント:臼分の居室は長鱒芝用さ
れてきた家具や写興などに囲3三れて
生活されています、,自分の自宅の一
寵になっています.

写真3-26(ユニットケア研鰹受入施設)写糞3-27(ユニットケア研隆受入施設)

キーワード;独自性
 行為:バー一ド(贋室σ)しつらえ)

コメント:ご自身ができるだけ一・一人
で11.活できるように,]三の届く位概
 に(ベッドやテーブルσ)周り)に必
要なもの力並んでいる、表た,食べ
たい物やお孫さんや来客時にyし出
せる虹うに,冷蔵庫の中や,居重1の
段;1ミーノレ{ノ)中1こ`よい!:){》食!'くき才Lな
いほどの食物が入っている,

写真3--28(ユニットケア研鯵受入施設)

キーワード:職員とのっながり
行為;その他(話し合い・相談)

:コメント:臨月(わスタッフと高度、認
知症の方が,ソフアーに座り,何や
ら会話しているところです、ばあち
・やんと孫のような会話が聞こえてき
そうです.台所の様・←が背景となっ
て口常}杓,易{r莚白勺な場血iとなってい
主す.

キーワード;施設らしさ
行為:パー一一t一ド(1秘用空間のし/)らえ)
コメント:思わない、遡常より小さ
めですが,温冷酬潮〔.食堂まで人
ってくると違和感を感じ叢寸幽.

写真3-29(ユニットケア研修受入施設)

暴

ぜ

砥

鉱盤
キーワード:能力の維持・発揮
行為:家事(洗い物・片付け)

コメント:夕食後の食器洗い,片付
けをしている様了・.ユニットの人届
者8名分と職員1名分の食器を各食
後に洗う・1箪が口課の・'J')になってい
る..一家族の食後と同じ,あるいは
それ以上に食器鯖は多いものの,洗
いながら同種類の食器を仕分け'(,
洗いやすいようにし'ぐいる'スボン
ジや洗剤も自由に使える.ように負ハ
塀く所置いてある.、

ている様子が見られた。

全体的に「家庭的な環境」として他のテーマよりも「ハ

ード」を撮影しているものの割合が大きい。それは,居室

のベッドまわりの様々な装飾などのしつらい,自己所有物

としての家具などの配置による馴染みの空間づくりの工夫

などとして表れている。一方で,共用空間において,集団

処遇的な機能を明示する装置や機械(配膳車など)が「施

設らしさ」を強調することになる。共用空間のしつらいの

如何でも家庭的な環境づくりには大きな影響を与えるもの

と考えられる。

表3-9「家庭的な環境」キーワード
           ユニットケア研修受入施設ニツトケア旛従来型施設グルーフホーム総言十
           管'ユ一撤小ユー}管'ユ一小曽ユー小
           理二鰻轟計二般言十理二鰻計理二般計
           者ツ職者ツ職者ツ職肴ツ職
           ト貫ト員ト員ト蝿

           ママリ1マ
           ダダ1ダダ1

           綴う3書324034:給736i盆蜜i57霊34i85i2714自総
           課族とのつながり3115[12112210

           ペットとのつながり1誓1

           入醍者同士のつなが㌧111587181111219

           職黄とのつながり3232104414

           環境粂件108141547671360

           総股らしさ22113

           自由な生活1321731414516

           独自性4432135271ヨ21

           職員の姿勢111

           生活の継続・習償65652225711231

           籠力の織持・発揮289322741122112439

           その他・不明11量

           騒わない23i11737i{o3饗…4i11麗
           理境条件1122

           施殴らしさ221162573141118

           職貫の姿勢1韮1

           入禰者周士のつながり11響

           閣方1i1く2Ii1…3
           環境条件1置署冒2

           生活の継続・習慣111

           翻333昼,4235綴}39.28翻書65125i3715241

表3-10「家庭的な環境」行為
            ユニツトケア研穆受入施設ニットケア施匪従来型随般グルーブホーム総計
            暫幽ユ一捲小ユ一小響ユー小讐ユー小
            理二般導計二般計理二船計理二般計
            者ツ職者ツ職者ツ腱者ツ蹴
            ト黄ト員ト員ト翼

            リ1ダ1リiダリiダ1リ8ダ1
            思ラ31132葡34…措73621P肝13418「52,7可42紹
            ハード148181454126181173

            蒙墨710131040981フll2124756

            外出1董1

            休憩2125116

            行箪1111113

            趣味喉好152194261111η

            食事113510426Il17

            団繋43211031421321320

            日躁111234

            その他411622119

            麗わない21311731i710「314看1麗
            ハード23163582216

            体憩1「!

            行攣111

            食事11lI2

            その他1畢112

            麗方;1幽12iI113
            ハード112113

            露計33136423514639i2968165i1253、7'播£41
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4.施設種別の考察

社会福祉施設の種別間における比較をするにあたって,

ここでは共通して回答の多かったものとして「ふつうの暮

らし」「家庭的な環境」の項目について述べることとする。

4.1ふつうの暮らしと感じる様子(図4-1,4-2)

まず写真に見られる「行為」について図4-1より見てみ

ると,高齢者施設においては,趣味嗜好の場面を撮る傾向

がやや多くみられるが,三種の行為のすべてについてバラ

ンスよく撮っているものと思われる。一方,障害者施設に

おいては,日常行為が多く,さらに児童養護施設において

は,特にその子の趣味嗜好を主として「ふつうの暮らし」

と捉えているとの違いが見られた。障害者施設や子どもの

施設においては,家事などの仕事を自らがおこなうことは,

ふつうの暮らしの重要な要素とは考えられていないようで

ある。

次に,そこに撮影されている「集団の人数」について,図4-2

より見てみると,ただ1人を被写体として撮られたものが多いの

は高齢者施設の場合であり,障害者施設では2人で写ってい

るものが無く,3,4人の集団が撮られていることが多いことが分

かる。さらに児童養護施設では,2人かまたは5人以上の集団

「ふつうの暮らし」「家庭的な環境、
家事i郷
6ca?、高齢者福祉鹿設80SC、

騨臨顯聞障害者福祉箆設!㌔

轍'、一一一児騰福撚1°翫、一
ノ、、、
 　も

ノ'イ・、、臥1、・
ヘヘゴノノも

_汐1奪;藁暴ミ蕪_薄i幾騙
図4-1写真における行為

萬齢者福業止旛設

障署:者福室止施設

児童髪穫福祉施毅

0覧10S2(B;30SC40v.501460tS70覧80艦90駕100X

圏1人四2人口3人口4人口5人以上

図4-2「ふつうの暮らし」に写っている人の数

萬齢奢福祉施般

陣害暫橿祉濾設

児童養護橘祉施設

0篤10×20髪3〔}%40覧50㍉6〔隅7〔漏8〔隅90f;1〔幻喘

翻1人鷹2人口3人口4人口5人以上

図4-3「家庭的な環境」に写っている人の数

が多い。つまり,障害者施設では少人数による日常行為が営ま

れている生活が「ふつう」と捉えられ,児童養護施設では,二人

による対話などの人間関係や,小集団の複数人による趣味行

為が営まれている様子を捉えて「ふつう」という概念を表現して

いるものと思われる。趣味嗜好の行為が重視される児童養護施

設における趣味活動とは,個人での行為よりも小集団で楽しむ

行為があることが「ふつうの暮らし」としての姿として認識されて

いることがわかる。

4.2家庭的な環境と感じる様子(図4-1,4-3)

図4-1より「行為」についてみると,高齢者施設では,

趣味嗜好,日常行動,家事の順に割合が大きくなり,もっ

とも家事を重視するという傾向がみられている。高齢者の

場合,これまで培った生活経験の中で根幹をなすものが家

事であるとの意識の現れであると思われる。多くのグルー

プホームなど認知症のケア環境においては,生活の継続性

が重視され,その行為の中心が家事という認識が定着して

いるものと思われる。一方で,障害者施設・児童養護施設

においては,とりわけ趣味嗜好が支持されている割合が大

きく,これらの行われる環境を「家庭的な」環境と捉えて

いる傾向が見られた。これらの施設においては,家庭的で

あることの意味するものが,自分の家でしか行うことので

きないような,気が抜けるわがままな営みとしての娯楽や

趣味活動であると思われる。

また図4-3の「家庭的な環境」における「集団の人数」

については,「ふつうの暮らし」の傾向と同様に,高齢者

施設では1人を撮ったものが多く,障害者施設では1人あ

るいは3,4人の集団が多いことが分かる。さらに児童養

護施設では,4人以上の集団が多いという差がみられた。

障害者施設や児童養護施設においては,趣味嗜好が家庭的

な環境構成の重要な要素として認識されているが,その質

としては,小集団における家族間の交流による行為が重視

されているものと思われる。

5.高齢者施設における職員のための空間についての考察

これまでは,入所者の生活環境としてのふつうの暮らし

について,職員がどのようにその環境を把握しているかを

分析してきた。そこでは,入所者の過ごすあるべき(ある

いはあるべきではない)環境像というものが職員の認識と

してどのように形成されているかを探ることができたが,

一方で,職員は完全に共に暮らす家族の一員として生活集

団に溶け込むのではなく,専門家としての職能を発揮する

ための存在としてそこにある。そのために,同時に職場環

境としても施設環境を捉えているのであって,入所者のた

めの環境と職場としての環境との両者の折り合いがついて

いることが必要となる。このような観点から,次に,職員
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i君囎猫1鵜灘勧る

ベンチ,椅子,外
自塁餐援彊、小島のさえずり,山の縁空.雲毒,嬉

圏
患を按くことができる

気分を変えて動務に戻れる、気分を変えられる

のための空間としての実像を明らかにし,入所者の生活環

境と職員のケア環境との両側面からそこにふつうの暮らし

を構成するための要件を探ることが必要であると考え,加

えて調査をおこなった。

ここでは,高齢者施設の職員のための空間として調査し

た中から,一例として職員が「ほっ」とできる場所の物理

的な特徴と行為の内容について見ることによって,入所者

のための「ふっうの暮らし」との接点について考察する。

図5-1は,「『ほっ』とできる場所」の物理的特徴を把

握するために,写真およびコメントの内容から,撮影され

ている空間要素とその物理的特徴について記述された内容

をすべて書き出し,分類したものである。さらにコメント

から,職員によってはこれらの場所で過ごすことによって

得られる効果について記述したものもあったが,それらの

内容を仕事に与える影響としてまとめた。

様々な空間についての写真が得られたが,ここで重要な

点は,入所者と共に生活をする「利用者の生活空間」につ

いての撮影が決して多くなく,家庭的で住宅的であるはず

の生活空間が,職員にとっては必ずしも「ほっ」とできる

空間として挙げられていないということである。

施設やユニットの中のリビングや廊下など,利用者が日

常的に使用する生活空問においては,ケアに直接かかわる

管理者以外の職員が利用者と一緒に座って会話などをしな

がら休む,という光景が挙げられていたが,そのために一

緒に座り,くつろぐことができるソファや椅子などが必要

とされている。その一方で,休憩室が無い場合や休憩室が

あっても休むことができない職員のために,気楽に過ごせ

るための仕組みも望まれるものと思われるが,そのために

はちょっとした廊下の隅など,リビング空間の中心ではな

く,むしろ利用者とちょっと離れることの方が「ほっ」と

することが指摘されている。

その他にも,この分析からは,具体的に必要となる環境

条件を明らかにすることができた。例えば,休憩室の位置

としては,ユニットからは離れ,仕事を忘れてゆっくり休

むことができるところが望まれているが,ユニット内やユ

ニットと同じフロア内にある場合でも,カーテンなどで利

用者の視線が仕切られるなど,ある程度利用者と距離がお

ける仕組みが望まれている。休憩室の場合,多くの施設で

職員の主な休憩の場として設けられているが,他の職員と

かかわることで仕事の話になりやすく,結局仕事の延長に

なってしまうので,休憩室があるにもかかわらず使ってい

ない,という職員の指摘もあった。このように,休憩室以

外に職員が選択できる場所の確保が必要であると考えられ

 る。

また,ベランダや屋上などの外部空間は,外気に触れな

がら自然を感じることを可能にしてくれるなど,普段の仕

事場と異なる雰囲気を提供してくれるという点で評価され

 る。

5.まとめ

5.1調査の結果のまとめ

高齢者施設に関して以下のような点が明らかになった。
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(1)ふっうの暮らしや家庭的な環境を象徴するものとし

ては,全体的に炊事洗濯などの「家事」の場面が圧倒的に

多く見られた。家事は高齢者の場合,これまで営んできた

生活の継続性という点からも共通の理解が得られていると

思われる。とくに新型施設では種類に富む家事の光景が挙

げられてきたのに対し,従来型の施設ではテレビなどの娯

楽や趣味などの光景が含まれていることが多い。

(2)職種別にこれらの言葉のとらえ方に違いが見られた。

管理者は,趣味活動などの場面をふつうの生活ととらえて

いるのに対して,一般のケアスタッフは,普段の習慣的な

趣味や日常生活などをふっうの生活と捉えており,ユニッ

トリーダーや指導者は「本人ができること」などといった

自立を象徴する場面などを挙げていたのが特徴的である。

(3)家庭的な環境のイメージにおいて,職員と入居者と

の交流が特筆されているものがあり,これはとくに管理者

や指導者の視点から挙げられていた。日常現場で入居者に

直接接する職員が利用者と共に生活をするということが,

家庭的な環境づくりに寄与しているとの理解がなされてい

る。職場環境としてスタッフの専門的関わりに対する関心

が伝わってくる結果であった。

次に,障害者施設と高齢者施設の違いについては,概し

て障害者施設の場合に日常生活が挙げられていることが多

い点や,また高齢者施設では単独での光景や職員と一緒に

被写体になっていることが多いのに対し,障害者施設や児

童養護施設では3,4人以上の複数の入居者同士の生活が

挙げられている点などが施設差として指摘できた。障害者

施設や児童養護施設において,小集団で過ごす趣味嗜好の

時間が家庭を象徴しているという点も特筆できる。

さらに,職員の「ほっ」とできる場所にっいての分析か

らは,職員は入所者と共に過ごす生活環境に対して,そこ

を基本的には職域と捉えており,施設内のここちよい環境

やふっうの生活の実現を望んでケアを行っているものの,

わずかな指摘を除いて,自らが「ほっ」とできる空問とし

て施設内生活空間を捉えていない実情も捉えることができ

た。これはむしろ,仕事を離れるべき時間においては,閉

ざされたリビング空間よりも入所者から逃れるための休憩

空間を求めているとの結果であった。ふつうの暮らしや家

庭的な環境づくりのために,職員はあくまでも専門職とし

て疑似家族的な役割を演じていることへの認識を,空間づ

くりの立場からも持つべきであることを示唆している。

5.2考察

本研究ではまず,これまで言われてきたふっうの暮らし

や家庭的な環境の概念が,それぞれの環境において場面は

多様であるが,共通したいくつかのキーワードを抽出し整

理することができた。これらは,これまで例えばChafetz

&NamaziがHomeの概念として示してきた,雰囲気や親

密さ,プライバシーといったもの文一9)に加えて,今回の調

査では様々な趣味活動,外部環境,買い物行動や能力の維

持向上などが含まれる,さらに広範な概念として捉えられ

た。Carey&Thompsonは家庭的な環境が及ぼす知的障害
者への機能や能力の向上への効果や影響を明らかにした文一

1°)が,本研究では能力の維持や発揮すること自体がふっう

の暮らしの体現であり家庭的な環境形成上の要素であると

して整理している。

しかしここで整理されたキーワード群をもって,操作概

念としての計画原理としてデザインの要素や条件とするこ

とは難しい。Habrakenの指摘するように「建築家には普通

 はつくれない」文一ωのであり,また「普通」の秩序とは形

態・場所・理解を変数として様々に変わるもので,とくに

理解は社会的文脈の中で固定できないものである文一12)。高

齢者施設に特徴的なことは,家事をはじめとして個々人の

それまでの経験や生活の歴史を元にした日常生活が営まれ

ることが普通の暮らしであり家庭的な環境を形成する上で

重要な点と考えられ,それ故に個々人に合わせた多様な環

境づくりが必要となる。

実際に,これらの概念は多様に認識されていることもわ

かった。高齢者の介護施設においても,これまでに経験し

てきた施設ケア方式の違い(施設種別),また現場におけ

る位置づけの違い(職種)によって,ふつうの暮らしのと

らえ方に差が見られていることから,実像は決して一意に

定義づけられるものではなく,これらの総体として共有し

ていくべきものと思われる。その相互理解のために,本研

究では差違の存在を明らかにし得たものと思われる。本調

査の結果が活用される方法として,それぞれの施設の事業

者組織でこの結果を資料として共有し,意見を述べ合うこ

とで各々の施設での理想像としての合意を作り上げていく

ことが重要と思われる。

現在の高齢者ケアにおける大きな流れとして,いわゆる

施設空間における大規模処遇から家庭的で住宅的な小規模

処遇への移行が進んでいるが,このことは,親密な人間関

係の実現という利点をそのひとっの根拠としている。しか

し,ともすれば,家庭あるいは住宅を比喩とした小規模な

人間集団の中に対人関係を閉じ込めてしまうおそれがある。

通常の家庭や住宅がそうであるように,単体の住居空間

だけで閉ざされてしまっては生活は成立しない。本調査で

も職員の必要な空間として外部空間の重要性が指摘されて

いる。障害者のための施設保障について桜井は,障害者の

地域生活においては2つの生活空間の核が必要であるとし

ている文一13)。すなわち,「居住の場」としての住宅やホー

ム,「主要な発達的働きかけの場」としての保育,教育,

労働,医療などの場の2つで,これらは「基本的に分離さ

れたうえで常に同時的,総合的に計画されるべきとする。

施設のあり方も,ふつうの生活の実現のためには,単体で

完結するのではなく文脈的,鏡的な位置づけを意識する必

要があるだろう。
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また,昨今では,介護施設における入居者と職員の関係

性として「寄り添うケア」や「水平的な関係」が重視され,

ケアスタッフは,何かをしてあげる関係ではなく共に暮ら

す家族や仲間としての役割が求められる風潮にある。この

ことは,従来の施設からの大きな移行期におけるキャッチ

フレーズとしては有効と思われるが,むしろ「ケアする・

される」という関係の絶対性こそが問題であり,関係を相

対化すること,すなわちケアワーカーと居住者との人間関

係は,垂直の関係でもなく,居住者間と全く対等の水平の

関係でもなく,適宜役割を変化させ交換しながらの「横断

性」概念文一14・15)による人間関係が求められていると言えよ

う。完全に普通の生活の実現を理想とするなら,専門的ケ

ア施設としての存在意義をどう考えたらよいのか,その両

立は課題として残っている。

5.3今後の課題

本研究においては,調査により彪大な写真データが得ら

れ,資料的価値の高い結果が得られたと思えるが,本論文

としての限られた誌面内では,その一端の紹介と,全体の

総括的な考察を要約するにとどまっている。今後,広く研

究成果が活用されるように,具体的画像例を数多く示すこ

とで全体像を紹介できるような報告の機会を得るつもりで

ある。さらにまた,調査の段階で明らかになってきた課題

としての,現在の価値観としての職員が家族の一員であ

るかのような生活像」に対しては,職員の職務意識と入居

者との関係についての研究を継続的に展開しており,一部,

職員の休憩場所にっいての補足調査を行っているが,今回

はその内容については割愛し,次の機会にあわせて発表す

る予定である。
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<注>

1)ProfessionalEnvironmentalAssessmentProtocol(専
門的環境支援指針)1996年にWeismanらにより開発さ
れ,日本版が2002年にケアと環境研究会により作成さ
れている。

2)H17年度より,特別養護老人ホーム等介護施設における
ユニットケア施設の管理者や職員に対して,ユニットケ
アに関する研修(管理者・ユニットリーダー研修)を受
けることが義務づけられている。事業の実施主体は,都
道府県及び指定都市で,その事業は社会福祉法人浴風会
認知症介護研究・研修東京センターに委託・実施されて
いる。但し,ユニットリーダー研修を地域の実情により
社会福祉法人などに委託して行うなどの方法により実施
する事が認められ,それが「ユニットケア研修受け入れ
施設」となっている。

3)WAMNETは,独立行政法人福祉医療機構が運営してい
る,全国の福祉・保健・医療の総合情報サイトで,全国

の施設の基本情報が掲載されている。
4)小舎制養育研究会は,昭和54年全国養護施設長研究協

議会徳島大会の会期中に小舎制を運営している施設長の
有志が集い,発足した任意団体である。
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