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第一回ハウスアダプテーション・フォーラム︵二〇〇一年一〇月一九日 世田谷男女共同参画センター﹁らぷらす﹂︶

介護保険施行後のハウスアダプテーション
︱ 在宅ケアの現場から
司会

て様々なハンディキャップを負っているような場

や障害者が︑主に物理的な住宅という環境によっ
合に︑それを取り除いていく積極的︑治療的なか

ハウスアダプテーション研究委員会委員長

大原 一興

いてまいりました﹁高齢者

九一年からフォーラムを開

変えましたが︑これは一九

ション研究委員会と名称を

今回︑ハウスアダプテー

日本でのさまざまな実例とか︑先進的な実例を中

という言葉でずっと通してご紹介してきました︒

なかないということで︑ハウスアダプテーション

っています︒それに匹敵する簡単な日本語がなか

とを広くハウスアダプテーションという概念で言

とによってその人の生活をより豊かにしていくこ

横浜国立大学助教授

のすまいづくりシステム研究委員会﹂を再スター

心に討論をして︑これから日本でこのような考え

かわりといえます︒物理的な環境を変えていくこ

トさせたものです︒ハウスアダプテーションに関

方を具体化して︑実現していくためにどうしたら

この﹃ハウスアダプテーション用語集﹄は︑二

連する﹁高齢者のすまいづくりフォーラム﹂を二

出版し︑これを研究委員会のメンバーがまとめる

十一世紀の問題群集というようなことで︑住宅改

いいかというようなことをみんなで考えるのがこ

ために一時中断をさせていただいていました︒そ

造に一見かかわりのないようなキーワードもたく

五回開催し︑それまでの成果を﹃ハウスアダプテ

の基盤の上に︑基本的な路線は変えず︑現代的な

さん並んでおります︒社会のさまざまな動きが︑

のフォーラムです︒

課題を深めていこうということでハウスアダプテ

ハウスアダプテーションと極めて密接にかかわっ

ーション用語集﹄
︵中央法規出版発行︶という形で

ーション研究委員会として再発足するに至ったわ

ているということがこの用語集で明らかにできた

ぎないので︑この用語集に頭出しをされた言葉を

ードとなるさまざまな言葉が挙げられているにす

はまだ深まっておりません︒新しい時代にキーワ

ような気がするわけです︒ただ︑一個一個の言葉

けです︒
■ハウスアダプテーションの概念
ハウスアダプテーションという言葉は︑高齢者

さらに実質化していくということがこれからの第

二期のフォーラムの役割になるのだと思います︒

■介護保険制度は市民主体・利用者主体

この二年間さまざまな動きがありました︒介護

保険制度が施行されて︑住宅改修が︑ソフトのケ

アサービスの体系に位置づけられたということが

ありました︒それから︑介護保険制度では︑介護

の市民化とか市民主体︑利用者主体という考え方

が基盤にあります︒
この用語集の中でも︑
ＮＰＯ︑

まちづくり︑地域リハビリテーションとか︑これ

から必要になってくるさまざまな課題が頭出しさ

れています︒

まず今日のフォーラムでは︑介護保険制度のこ

の一年半ほどの動きを検証してみようということ

がベースとしてあります︒介護保険制度の中で極

めて重要な役割を果たすのがケアマネージメント

です︒それが︑どの地域でも︑どんな状況でも本

当にうまくできるのだろうかということが疑問視

されておりますし︑苦労されている方がたくさん

いると思います︒その方々から話を聞き︑ハウス

アダプテーションという物理的な環境を変えると

いう作業に関連づけて介護保険制度およびケアマ

ネージメントを通じて︑高齢者の総合的な生活環

境をどうやって整えていくかということを考えて

みたいということが今回の趣旨です︒先進的な最

近の注目すべき事例を学び︑討論して︑この課題

をさらに深めたいと思っております︒

2

■ハウスアダプテーション・コンクールの実施
配布したチラシにありますように︑新たにハウ
スアダプテーション・コンクールを企画しました︒
これまでハウスアダプテーションを進めていく組

とで︑コンクールという形で︑それぞれ自慢の実
例を集めたいという趣旨になっています︒是非応
募していただきたいと思います︒

世田谷の桜新町で活動されております︒

もう一方お願いしましたのは︑安岡先生です︒

ハウスアダプテーションの組織論の中で一つ重要

な新しい課題として浮かび上がっていたのが︑民

間非営利活動という組織︵ＮＰＯ︶で︑これは行

いなかったような気がします︒ハウスアダプテー

ようなことは︑十分な情報の蓄積をつくってきて

それが具体的な事例として結実しているかという

に大変関心が高い先生で︑地域のリハビリテーシ

者さんとしては珍しく︵？︶人間生活的なところ

お越しいただいております︒長谷川先生は︑お医

今日は︑先進的な試みを行われているお二人に

で安岡先生にお話をお聞きしたいと思います︒

ケアマネジャーとして活躍されているということ

みようかということで︑そのＮＰＯの中で︑かつ

ます︒そこから実例をきちんと学び︑応用をして

ていくという可能性を秘めた組織体であると思い

■ハウスアダプテーション実践者の紹介

ションは︑事例にすべて集約されて総合化される

ョンを進めていくに当たって︑大病院の限界から

○副司会 それでは長谷川先生お願いたします︒

政でもできなかった新しいニーズを次々と発掘し

というところが重要な点かと思いますので︑そう

リハビリテーションのクリニックを組織されて︑

織や仕組みの事例を勉強してきましたけれども︑

いう実例をきちんともう一度勉強しようというこ

︻講演１︼

地域リハからみた介護保険制度とハウスアダプテーション

ムは まだ 少な いので ︑どう 広げ るかと いう のが

たことが大きな成果だと思います︒在宅のシステ

想像を越える内容であるということが分かってき

逆にいうと︑病院は︑患者︑家族の人が非常に

正直なところです︒

レーションしながら家に向かっていくというのが

家に行くときはかなり緊張感があります︒シミュ

長谷川 幹

私は︑現在︑クリニックを開設してほぼ三年に

我々の役割でもあると思います︒今日お話しした

緊張していたのだろうなと思います︒相手の城に

桜新町リハビリテーションクリニック 院長

なります︒午前中が外来で午後が訪問というスタ

いことは︑在宅に近づいて分かってきたことと︑

行くというのは︑
それなりの緊張がある︒
だから︑

■病院からクリニックへ移って

イルでやっています︒その

介護保険が出来て︑以前に比べて情報が行き渡っ

クリニックを開院。

前の一六︑七年は病院のリ

町リハビリテーション

病院では緊張感はなかなか解けないのだなと思い

退職。1998 年９月桜新

ているということです︒当事者たちが選択できる

病院勤務。1998 年３月

ハビリテーション科でずっ

団法人日産厚生会玉川

ます︒特に高齢者の人は病院には長居しないほう

ーション科、1982 年財

という雰囲気がありますので︑かなりしっかりと

年伊藤病院リハビリテ

とやってきましたので︑ク

ビリテーション科,1981

がいい︑というのが私の最近の印象です︒

1980 年鹿教湯病院リハ

主張される人が多くなってきています︒
ですから︑

部卒業。

リニックは病院にいた時の
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東京医科歯科大学医学

実は八年前に妻が軽い脳卒中になりました︒看

るのです︒その辺が︑私が家族の体験をして思っ

らいまでいくよ︑という肯定的な話を徹底してや

のがありますけれども︑例えば︑半年後にこのぐ

えるかということです︒これはなかなか難しいも

いうようには簡単にはいってないのが現実です︒

だから︑もっている機能が日常的に発揮できると

ハードルはまだまだ高いな︑
というのが印象です︒

うように︑当事者一人一人にとっては︑表にでる

になれば人と話ができないから会いたくないとい

■病気を理解してもらうことが重要

護婦をやっていて復職ができたのですけれども︑
ているところです︒

そういう混乱の状況で自宅に帰るわけです︒先

を考える余裕はないところから始まると思うので

いは何とかなるかな︑と先がある程度分かったこ

理解できたということと︑もう一つは︑このぐら

れども︑それ以上でした︒私にはある程度病状が

家族は大変だろうというのは想像していましたけ

ということです︒家族は大混乱︒病院でみていて

すます短くなる方向にいき︑病院の機能分化がさ

来たと同時に医療保険も変わって︑入院期間はま

も変革していますので︑この辺は︑介護保険が出

だければ︑と思います︒医療も介護の福祉の世界

な問題を抱えたという状況を設定して考えていた

今日は︑地域医療からということで︑いろいろ

けれども︑このままで終わるのか︑もっと良くな

思うのです︒病院でいろいろなことをやってきた

が残念ながらまだできてないところが結構多いと

ていけるように︑非常に細かく︑丁寧なフォロー

からみていた以上の不安がある︒これを落ちつい

いくかなと思っていても︑いざ在宅となると病院

ぐらいの機能で︑うちの中のことは何とかうまく

■地域医療のソフト面を担っている

まだ軽く後遺症が残っています︒家族の体験をや
っていて︑非常に勉強させてもらっているという
のが正直なところです︒その中で思ったのは︑妻

と︒これが家族とは決定的に違ったものですから

らに進むだろうと思います︒在宅が︑障害者︑高

るのか︑という不安がよぎるわけです︒そういう

す︒病院でみていたときは︑近所ぐらいが歩ける

私は比較的落ちつけたのだと思います︒

齢者の受入れをどれだけできるかというのは︑ハ

ところをどうフォローしていくかという段階です

が大病したにもかかわらず私は意外と冷静だった

我々の立場は︑我々が持っている知識をいかに

ード︑ソフト面の両方をどうやるかという大きな

いてやっている人がどのぐらいいるか︑家族主導

情報提供できるかということです︒介護保険など

その中で︑特に脳卒中等の中途障害の人たちと

で物事が運ばれてはいないかなど︑ということを

から︑住宅改修の時期︑当事者が参加できる体制

よってはじめて︑当事者・家族と同じ土俵に上が

話をしたら︑
﹁死にたい﹂というのが当事者の口か

多少感じるところがあります︒

課題で︑住宅改修は︑自宅のハード面で︑我々の

れるという印象があります︒
それを抜きにしては︑

ら出ます︒妻も︑初対面で会うとほとんど分から

で在宅ケアの内容が出ますが︑最初は病気をどう

共同作業にはなかなか行き着かないといえます︒

ないぐらい回復はしているのですけれども︑しび

をどうやるかといっても︑心理的に冷静に落ちつ

同じことを一〇回話しても︑平気になりました︒

れ感があり︑
﹁障害者﹂という言葉を使うのに三年

仕事がソフト面ということだろうと思います︒

自分が振り返ってみても︑少なくとも五年ぐらい

位かかったのです︒そういう中で障害者たちが︑

理解してもらうかということが重要です︒それに

経たないと見えてこないので︑勉強をしてなくて

精神的に自分をある程度取り戻すというのは年単

きないと思っている人が多いです︒我々が機能的

当事者はそういう追い詰められた心理で何もで

■当事者参加へ向けて

急にそういう病気になれば︑一回聞けば分かると

位という印象があります︒
何で自分がこんな病気にならなければいけないの

この落差に唖然とするわけです︒我々は︑病気を

の人が病気をする前の状態と今を比較しますので︑

にはできそうだと思っても︑当事者は︑ほとんど
かという部分や︑不自由になった︑例えば失語症

障害になったということの悔しさもそうですし︑

いうことはないと思いますので︑いかに徹底して
私たちの知識を提供していくかということが重要
と思いました︒
それから︑見通しをどの程度まで確信持って言
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けれども︑当事者にとっては完全に治るまで良く

してから今を考えますから基準線が違うわけです︒
うな存在をもう一度取り戻していくということが

しますが︑自分にも何らかの役割があるというよ

主体的な活動ができる体制がデイ・サービスで

っとお見せしたいと思います︒
︵スライド開始︶

はどこまで可能かがこれからの課題です︒個別的

必要になってくると思います︒

な対応ができるかどうかがカギだと思います︒私

たちは︑一〇年位前から当事者と家族が企画・運

当然閉じこもる︒閉じこもりが良いとか悪いとか

がないのに積極的に出る人はまずいませんから︑

い状態に置かれているだろうと思うのです︒自信

すなわち︑これから生活していくのに自信がな

進めていくか私たちの出発点だろうと思います︒

そう思っている人は多いです︒この現実からどう

り︑現状維持をしつつ︑当事者の自信を少し回復

宅︑外来をしています︒訓練でレベルアップを図

を感じてもらう︒この二つをイメージしながら在

一つは︑自分は何らかの役割がある︑ということ

事実を体験してもらうのが一つの方法です︒もう

には︑できないと思っていたものができたという

当事者が行動を起こすときに主体的になるため

去年は恵比寿でした︒場所探しは幹事がやるわけ

んなおしゃれをしてくる︒次の年は東急本店で︑

青山のレストランなどを探してくるわけです︒み

●スライド２

当然おしゃれになってきます︒

分かりだと思います︒
このように人と交流すると︑

なのですが︑おしゃれになってくるというのがお

す︒月一回ぐらい集まります︒この男性は脳卒中

■グループ活動に当事者の役割を

なってないというのが基本的なところです︒
もう一点は︑家庭で︑自分だけが不自由な身だ
という発想です︒周りはみんな健常者で自分は障

ということではなくて︑閉じこもる心理状態にあ

させる作業を両輪としてやっているということで

です︒そうすると︑当事者・家族が役割分担を次々

営するグループ活動というのを援助しています︒

るというところからすべてが始まる︒やる気がな

す︒私たちは︑外来に来ている患者さんでも︑在

にやっていくということが自然な形で行われます︒

害者だと︒
口ではなかなか言わないですけれども︑

いところから始まるというところから出発しない

宅訪問している人たちも両方兼ねながらしていま

これは世田谷の中学校の空き教

このグループは忘年会が好きで︑

これは集会をしているところで

と︑当事者と同じ土俵に上がっていく過程になっ

す︒そのことによって当事者が変わっていくとい

●スライド３

でできることと︑家族の介助量が楽になるわけで
す︒ただし︑すべてが一人でできるという状況に
はなかなかならないので︑家族が介護する側で当
事者が介護される側という構図が残るわけです︒
その家族の関係があって︑もう一つが︑およそ何
もできないと思っていますので︑自分の能力をあ
る程度発揮しつつ︑生活をどう切り替えていくか
というところが非常に大きな視点になると思いま
す︒そのときに︑主体的な行動を起こす自己決定
する場面を我々がどう提案していけるかというの
が一つのカギだろうと思います︒それから︑
﹁自分
は粗大ゴミになった﹂
︑
というような言い方をよく
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●スライド１

ていかないというのが基本的なスタンスです︒

う場面をたくさん見てきています︒その例をちょ

スライド３ 空き教室でのグループ活動

では︑どうしていくか︒住宅改修は本人が自分

スライド２ レストランでの忘年会

スライド１ 当事者や家族企画の集会

室を利用して集まっているところです︒三︑四人
のグループが見つかれば次のステップを踏むとい
うことで︑
いまは一〇人で月一回集まっています︒
世話役︑連絡係︑会計係がいて︑そういう役割分
担が内部で出来ていくことで︑少しずつ自分たち
も役割を担うということになってきます︒ここが
グループ活動として非常に大きいと思います︒
■できないことができれば人は変わる
もう一つは︑できないと思ったことができたと
行は︑私たちから見て行けそうだと思っている人

椅子で散歩するぐらいの生活です︒そこで︑旅行

約二年間は︑クリニックの外来に来て︑近所を車

に行って一年後に︑山形の人が来るということで

●スライド６

約三カ月の間で変わった︒

いう例です︒私の体験からいくと旅行が多い︒旅
でも︑本人は行けないと思っている人が多い︒障

に行きませんか︑と誘ったわけです︒ご主人はび

歓迎会をやった︒その席にこういう姿で現れたわ

それで︑その年の一〇月︒旅行

害者ツアーの話をしても︑自分と結びつかないと

っくりしたらしいのですけれども︑
大決心をして︑

ことです︒

ことがありますので︑ちょっと外れた場所という

と︒メーンストリートは︑時々喧嘩になるという

のと︑それから場所取りしても喧嘩にならないこ

の条件は︑車椅子用のトイレが近くにあるという

花見にいこうということになりました︒場所取り

ろうということになる︒乗ったら︑終点の上野の

通式に駅まで行きました︒そうすると︑今度は乗

一〇人前後の当事者の人たちがやっているグルー

の写真︒いちばん左端です︒さっき言ったのは︑

●スライド５

年前です︒

れし涙を流していらっしゃる︒これがちょうど二

れを経験し︑夜は大宴会の所に行きましたのでう

椅子を上げて運んでいったというところです︒そ

ループもいますので︑こういう土の所も四人で車

行きお釜を見まして︑向こうのボランティア・グ

●スライド４

彼が初めてボートに乗って︑最初は驚いて︑後か

知的低下もある二〇代の男性も参加しています︒

夏はボートに乗っています︒視覚障害でちょっと

れたということです︒

すが︑一年間でこういうところまで変身を遂げら

ゃれして来る人というのは誰だろうと思ったので

を見るまでは︑誰かな︑と思った︒こんなにおし

けです︒帽子をかぶって︑車椅子ですから私も顔

大変身を遂げた方をご紹介します︒我々は︑一

プ活動で︑ここは新年会をやるのが恒例でして︑

ら考えると︑紙一重だったな︑ということがあっ

これが初めて遠出して︑蔵王に

年おきに山だとか旅行に行くので︑この方を誘っ

旅行をきっかけに仲間になられて誘われて行った

たのですけれども︑最初は後ろの漕ぐ人にしがみ

私たちは︑多摩川べりで川遊びもしています︒

■﹁最初の一歩﹂が出るまでが大変

たわけです︒この人は︑右片麻痺︑重度の失語症

場面です︒
マニキュアも塗ってこられるぐらいに︑

その翌年だから約三カ月後がこ

で︑
歩行ができない︒
家の中も車椅子レベルです︒

山形の人と交流会をやっていまして︑新幹線開

思っている人が多い︒発病して一︑二年ぐらいの

スライド６ 山形の人たちを歓迎して

参加されたのです︒

スライド５ 当事者グループの新年会

人の場合︑まだまだそういう印象が強いです︒

スライド４ 蔵王への遠足
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が二〇人位来て︑合同で芋煮会をやっています︒

秋は︑大体一三〇人ぐらい集まります︒障害者

四回目は漕ぐとか︑
そういう変換を遂げています︒

しかけられて︑
三回目は川の水に手をつけられて︑

ついていて︑もう一回乗ったときは︑縁に手が少

わったものですからアンコールになったのです︒

ここでこの方はとうとうと話して︑話が途中で終

障害者の人に主役になってもらうということです︒

らって︑
障害の人にお話をしてもらう︒
要するに︑

ビスをやっていますので︑そこに場を設定しても

す︒たまたま世田谷で自宅開放型ミニ・デイサー

●スライド

の生活だったと思います︒

した︒それまでこの方は︑五年ぐらい自宅と病院

っかけに積極的になったと奥さんがお話しされま

ということをしみじみとおっしゃって︑これをき

をしてもらったら︑彼は自分にも役割があるのだ

人たちとの交流だとかに心が非常に動かされた︒

も家と病院の生活ですから︑川風や︑いろいろな

からと説得して出てもらった︒それまで︑この方

川に遊びにいこうと誘って︑うちまで迎えにいく

四肢麻痺です︒
すべて全介助の方です︒
私たちが︑

●スライド９

これがちょうど二年前︒指が少

ていく︒
そうすると︑
次は写真を撮りたくなった︒

しくなりましてね﹂です︒そういうように変わっ

訪問して︑最近どうですか︑といったら﹁最近忙

に︑四枚のレジメを書いていった︒その後︑在宅

二︑三カ月後︑アンコールにこたえていくとき

す︒
八五歳位の座位がままならない方がいらして︑

が付いて︑それ以来頻繁に行くようになっていま

を︑我々が誘って︑うまく行けたというので自信

骨折後︑歌舞伎はほとんど無理だと思っていた方

歌舞伎クラブもつくっていまして︑大腿骨頚部

こ れ は写 真 に 投 票 を し て い ま

この方は︑いわゆる頚髄損傷で

この場面は︑春の野草摘みをして︑八八歳になる

し動く︒自分でシャッターを押すわけです︒それ

三︑四カ月たって歌舞伎が好きだというのが分か

●スライド７

野草の博士が講釈をされているところです︒みん

を写真展に応募していく︒それをきっかけに︑写

ったので︑歌舞伎に行かないかと在宅訪問してい

す︒
表彰式をやり︑
その方に司会をしてもらって︑

なで野草のてんぷらを食べたり︑非常に贅沢なこ

真の好きな仲間がいるのが分かったので見にいっ

る人を誘ったわけです︒その人は︑このことが目

我々は脇役をやっているのです︒

とを毎年やっています︒

てもらう︒それで︑写真クラブをつくってもらっ

標になって転換していき︑これが九カ月後に歌舞

そういうことを経て少し自信が

●スライド８

た︒

スライド 10 写真展、投票して表彰

伎座の前で撮っているところです︒ス(ライド終了 )
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ついたので︑カメラの知識にたけているので︑そ

スライド９ 自分で撮影、写真展へ

この方も四肢麻痺です︒その方に写真展の企画

スライド８ ミニ・デイでの講演会

の話をしてくれませんか︑と講演を依頼したので

スライド７ 全介助の方も一緒に川へ

要するに︑
できないと思っていたことができた︑
うな形になってちょっと困るというぐらい行くこ

■年単位の付き合い方をどうやるかが課題

最初の一歩目は非常に出にくいのです︒数年かか

出てきて︑
我々はその先が予想できない︒
ただし︑

そのことによって︑その人が持っている持ち味が

いうことで自信が回復していくと思っています︒

のではなく︑そういう役割分担はあるし︑その中

です︒特に病院は当然です︒それを否定している

設側がやや主体的な動きにならざるをえないわけ

設がありますが︑フォーマルな所は︑大枠は︑施

介護保険制度︑デイ・サービス︑いろいろな施

っていくかは︑
我々の課題だろうと思っています︒

ています︒そこまで年単位の付き合い方をどうや

います︒そのことで機能的な改善が図れると思っ

分の体をもう一回見直す作業が冷静にできると思

ころで転換していく︒そのことで結果的には︑自

を起こし︑それを実現して主体的になっていくと

とがあります︒我々の予想を超える元気さが出て

ってもいいな︑と思います︒最初の一歩が出ると

間のデイ・サービスをどうやるか︑考える時期に

もう一点は︑在宅の良さは︑日常生活の中で目

ということをやってもらうということと︑それか

弾みがつきます︒ですから︑我々の仕事は︑最初

はなっています︒私の感じですと︑発病して数年

標設定に非常に具体性があるということです︒自

最終的には︑当事者が自己決定して自分の行動

の一歩をどう提案し︑どう実現する援助ができる

ぐらいは︑我々が主導的であることはある程度や

分の生活で動いている場面で︑機能的にはここま

くる︑と思っています︒

か︒その後は︑どう引くかなのです︒そこの変わ

むをえないと思っているのです︒それと並行して

ら自分が何らかの役割分担をしてそれができると

り目を常に意識しながら我々はかかわっています︒

でしたいという具体性が出てくる︒病院の中では

総論的な話ですけれども︑
自宅は各論になります︒

当事者が新たな展開をする提案をやっていく︒
■当事者が新たな展開をするための提案を

それも日常的にやっていますから非常に具体的に

も増えますので︑かなりいけるかな︑と思ってい

置きながらやっています︒それを増やせば選択肢

世話人になってもらう︒その二つのことを念頭に

どれだけ援助してつくれるか︒そのとき当事者に

害の人たちも参加できるクラブ的なことを我々が

ごく普通にいろいろバラエティーに富むことを障

ましたので︑
来週ゴルフクラブが立ち上がります︒

ゴルフが片麻痺の人でも十分できることが分かり

持っていくことが非常に重要だと思っています︒

大体三年目ぐらいまでの人は︑来年は何百メート

体三年前後が多い︒障害者グループの忘年会で︑

と︑一歩目が出るまでに︑長い人は五︑七年︑大

かということが重要と思います︒私の経験でいく

意欲がなくても︑我々がどれだけ援助をしていく

すから︑数年間の最低の付き合い方を忍耐強く︑

いく︒一歩目が出れば︑そこで変わる人は多いで

ふられてもいいから何度か期間を置いて提案して

自己決定までなかなかいかない︒
だから︑
我々は︑

そのときは︑体制がまだ整っていませんから︑

高齢だからダメということはあまりいわなくてす

善が図れるというぐらいまでいっていますので︑

しています︒八〇代以降の骨折の四割ぐらいは改

ります︒実際に八〇代︑九〇代の人でも結構改善

くことが機能的にも改善していくという印象があ

す︒さっきの二つを合わせると︑在宅でやってい

が持ってないと駄目かな︑というところはありま

うことです︒逆に課題を解決できる方法論を我々

あります︒それに我々がどうこたえきれるかとい

自分の城ですから非常に言いやすいということが

が非常にしやすいということです︒その前提に︑

■三年前後で変化を遂げる方が多い

ます︒そのことが︑介護される側だけになってな

ル歩くぞとか︑機能的な話をする︒それを過ぎる

むというのが最近思っていることです︒以上で終

なる︒だから︑そこで我々との目標設定の共有化

いということになるので︑家族関係も心理的に違

と︑今度は海外旅行に行くぞとか︑抱負を語る︒

わりたいと思います︒

もう一つは︑趣味を活かしてプログラムの中に

ってきていることがあります︒

三年ぐらいで話が分かれています︒

ただ︑それまでは元気がなくて︑という人が元
気になりすぎて︑逆に家族が引っ張り回されるよ
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︻講演２︼

ケアマネジャーからみた
介護保険制度とハウスアダプテーション
ＮＰＯ法人サポートハウス年輪 介護支援専門員

安岡 厚子

お酒を飲んでいいですよ︑何をやってもいいです

なことから特養に勤めることになりまして︑約七

までは出版関係の仕事をしておりました︒ひょん

私は︑この業界に入ったのは一六年前で︑それ

強いな︑と思います︒

けれども︑お医者さんに言ってもらうと非常に心

居をしないほうがいいですよ︑というお話でした

利用されているのかな︑と思いました︒病院は長

チゴのショートケーキを並べて︑ろうそくを立て

日はイチゴのショートケーキだというのです︒イ

お誕生会のときに︑私の先輩職員が︑やはり誕生

て︑あれが普通ではないかな︑と思ったのです︒

となってしまうわけなのです︒その話を聞いてい

のです︒あの人変わっているわね︒問題老人ね︑

一人で本を読んだり︑集団行動がいやな方だった

たのです︒
元大学教授で片麻痺の方ですけれども︑

何で出なければいけないのか︑という方がおられ

がありますが︑ある時︑俺の誕生日ではないのに

デイ・サービスに通っているお年寄りの誕生会

分かったのです︒

べないサービスなのだな︑というのがそこでよく

なのです︒介護というのは︑本人が買わない︑選

くなればなるほど買うのは家族︑受けるのは本人

働いてみました︒介護というのは︑要介護度が高

有名な介護型の有料老人ホームで職員として半年

があったのです︒半分期待もありまして︑すごく

の質というのはお金で買えるのかな︑という疑問

ェーデンとデンマークものぞいて︑それから介護

いただいて︑それから高福祉といわれているスウ

皆さんはっぴを着せられて︑

ときに︑お年寄りの方は︑

ところで︑夏祭りがあった

絵にならないというのです︒やはりイチゴのショ

うが多いのです︒ですけれども︑写真を撮っても

す︒それよりも水羊羹のほうがいいという方のほ

八〇︑七〇代の方は小さいときからやってないで

とをみんなで考えて作り出していくものだな︑と

っていくにはどういうものが必要なのかというこ

て︑自分たちが暮らしている町で安心して年をと

介護という問題は︑地域のみんなが力を合わせ

■職員中心から利用者中心へ

年︑デイ・サービスセンターの職員をしていまし

てふっと消しておめでとうございますというのは︑

豆絞りで頭を絞められて周

ートケーキがいいよ︑という話で︑何か違うので

■﹁サポートハウス年輪﹂ができるまで

た︒デイ・サービスは︑職員のためにあるような

はないかな︑とずっと思っていました︒

西東京市から来ました安岡といいます︒人口は

それで︑お年寄りの方たちが喜んでいるような

活躍中。

よ︑という日なのです︒酒を食らって︑おみこし

ディネーターとして

一八万人で︑
東京都の中で五番目に大きい町です︒

ウス年輪｣の介護コー

サービスというのは何なのだろうなということが

NPO 法人｢サポートハ

を担いで喜んでいる︒お年寄りは︑疲れて見てい

は市議として、また

今日は︑ＮＰＯの活動を中心にハウスアダプテ

会議員に初当選。現在

よく分かったので辞めたのです︒それで︑在宅サ

訴え、1995 年田無市

るという状況だったのです︒私が利用者本位のサ

高齢者福祉の充実を

ーションに向けて話ができればと思っています︒

プ)の創設に加わる。

ービスはどうなっているのだろうとホームヘルパ

(ホームヘルプグルー

ービスを考えなければいけないな︑と思ったきっ

ポートハウス年輪」

長谷川先生のお話を伺っていて︑患者さんを引き

に、1994 年３月「サ

ーになったのです︒それで︑在宅の勉強をさせて

き、その経験をもと

かけです︒

ホーム「緑寿園」で働

つける力が医者にはありますので︑それをうまく

年から特別養護老人

りに座っていて︑職員は︑
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思います︒いまやっていることが︑どんなに年を

に合わないな︑という実感をしたわけです︒それ

と︒この方のお嬢さんが︑お父さんを家で亡くな

でみんな調査をして歩いたのです︒その中で︑田

ですが︑五〇〇人を選びまして︑それを二人一組

〇〇人の一人暮らしの高齢者が田無におられたの

一九九三年に仲間とやりました︒そのときに一〇

それでまず︑一人暮らしの高齢者の実態調査を

たわけです︒

てきましたので﹁サポートハウス年輪﹂をつくっ

でいかなければいけないという現実をさんざん見

供側の都合だったな︑と思うのです︒私も市のホ

行政︑福祉サービスは︑私が思うには︑すべて提

ートハウス年輪という名前にしたのです︒当時の

ムをつくりたいという思いがありましたからサポ

のです︒ハウスというのは︑将来︑グループホー

主役は利用者であるという意味が込められている

は︑
私たちはあくまでもサポートする側であって︑

ープでしたから年輪なのです︒サポートというの

この名前の由来は︑バウムクーヘンというグル

す︒亡くなるときは︑大抵が家族のときに亡くな

厳選して︑それで泊まりをさせていただいたので

それで︑肝がすわっているヘルパーを二人ほど

となのです︒

ったら︑手を握って送ってやってほしいというこ

ルパーさんをお願いしたい︒もしということがあ

件は︑救急車を呼ばないということ︒そういうヘ

そのときに誰か泊まってくれる人はいないか︒条

さんが上京しておられて︑
一回家に帰りたいので︑

薬はないですね︑と言われたのです︒それで︑娘

らせたい思いがあって︑最後になったときに在宅

無の町に住み続けたいという方が九五％もいるの

ームヘルパーでしたが︑朝七時から夜の七時まで

る気がします︒ですから︑その方も娘さんがおら

で︑田無市市議会に陳情を出したのです︒自分た

ですけれども︑
先行きの不安をとても抱えていた︒

いつでも空いています︑と登録しましたが︑仕事

れたときに亡くなられたのです︒非常に感謝をさ

とっても︑障害を持ってもできるような仕組みを

ヘルパーさんは週に二回二︑三時間︑お弁当の配

は来ません︒九〜一二時までと︑一〜四時までし

れましたけれども︑
私は︑
この経験をしたときに︑

をしたいと︒うちに戻られたら︑二︑三日で︑意

食も週に二回でお昼飯だけという中では︑元気な

か仕事は来ないのです︒しかも土日はお休み︒そ

在宅というのは素晴らしいと思ったのです︒私た

ちで一〇︑一五万のお金を出しまして一五〇万を

方しか一人暮らししていないのです︒私も一五〇

れ以外はない︒当時の福祉部長は︑ニーズがない

ちがやった調査の報告書は︑﹃私はこの家で死にた

つくっていかないと︑年とって病院に入ってしま

人ぐらい会いましたけれども︑ドアをたたいて︑

というのです︒ニーズがないのだったらニーズを

い﹄という題を付けて出版したのです︒

識が戻ってしまって︑主治医が家ほど素晴らしい

出てこられる方が元気な方が多いな︑と気がつい

掘り起こすしかないということで年輪をつくって︑

集めてつくったのがサポートハウス年輪です︒

たのです︒障害をもっている︑痴呆の方は︑市外

二四時間︑三六五日いつでもヘルパーさんを派遣

って︑縛られて︑いやだいやだといいながら死ん

にいました︒市外の特養に入る人は一番ラッキー

■夕食の配食をしているところは少ない

しますよ︑ということを掲げました︒

あと︑夕食の配食もやっています︒なぜかとい

なのだということが非常によく分かったものです

自分の住む町で年をとっていくのにこんな状況

川区まで行きました︒文京区の方は︑警察病院に

の泊まり込みの介護をしたこともありますし︑品

そしたらニーズがすごくあったのです︒文京区

りは︑特に秋になってきますと早く日が暮れます

人がなかなかいないのです︒一人暮らしのお年寄

が顔を出してくれるけれども︑夕方は来てくれる

と言われたのです︒昼間はヘルパー︑ご近所の方

■在宅で死ぬということは素晴らしい

な方です︒そのほかの方は︑青梅︑狭山とかの老
人病院に入っておられる︒二度と田無の町に帰っ
てくることなく亡くなっている方が非常に多かっ

ので︑自分の老後は自分で勝ち取らなければなら

入院なさっていて︑そこのソーシャルワーカーか

し︑とても寂しい︑と言ったのです︒それで︑弁

うと︑
調査に歩いたときに︑
夕方がとても寂しい︑

ない︒自分たちで自分たちの問題を解決しなけれ

ら電話があって︑泊まりをやってもらえないか︑

たのです︒

ば︑行政サービスを待っていたら自分の老後は間
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月もやっています︒介護の派遣は︑九四年の三月

お弁当は︑日曜日だけお休みなのですが︑お正

パー派遣をやってきました︒

から夕食の配食サービスと︑それから在宅のヘル

食のお弁当を配食することに決めました︒八年前

り︑ネットワークが作れるかな︑ということで夕

とお弁当を届けることと︑それから地域のつなが

当を夕方配食して︑﹁こんばんは︒
年輪弁当ですよ﹂

が降ったから外へ行こうとか︑自由です︒そのよ

いのです︒お天気が良いから外へ行こうとか︑雨

その日のメニューとか︑あとプログラムは何もな

お年寄りと一緒にご飯を作って︑
買い物に行って︑

ました︒これは︑職員も一緒にご飯を食べるし︑

んでお金をためてマンションの一室を借りて始め

たり︑そんなようなことをしながら︑あとは皆さ

借りたり︑最初から美術館に行ったり公園に行っ

ＮＰＯ法人が介護保険サービスを担う必要がある

違うのではないか︑
という課題を出していくには︑

中で︑こういう箇所はおかしいとか︑はちょっと

ちが暮らしている町で介護保険のサービスを担う

ります︒いま︑施行一年半ですけれども︑自分た

険制度は︑公的なサービスですので︑決まりがあ

いうことをモットーにやってきています︒介護保

作って︑それを提供すればいいのではないの︑と

スだったらいいな︑というものがないのだったら

それで︑介護保険のとき︑痴呆単独の通所介護

うなデイ・サービスを介護保険前までずっとやっ

をするようになって︑元旦に介護によく出ますけ

の指定を取ったのです︒一人三㎡ですからマンシ

五日から現在に至るまで休んだことはありません︒

れども︑正月に家族と幸せに暮らしている人ばか

ョンの一室でも取れるのです︒定員は六人で︑多

二〇〇〇年四月からケアマネジャーとして仕事

のではないかと思います︒

りではないのです︒正月こそこういうサービスが

分東京でいちばん小さいデイかもわかりません︒

をしております︒いま約五〇件の利用者のケアプ

ていました︒

必要なのだな︑
ということを非常に感じています︒

お客さんが来ればお茶を出して頂いて︑あとはア

ランを立てております︒レジメの二枚目の所にケ

お正月も介護の派遣はあります︒私は︑この仕事

西東京市では︑お弁当の配食もやっています︒日

イロンをかけるのが上手な方は︑アイロンをかけ

アマネジャーの仕事の流れということで書いてお

きました︒例えば︑※印のところの﹁脳梗塞で入

■ケアマネジャーとしての仕事とは

曜日以外は昼食を全部やるようになりました︒

てもらうこともやっています︒
■職員によってお年寄りの行動は左右される

院中ですけれども︑退院後の生活をどうしたらい

性デイの担当が誰かというのが分かるぐらいにお

というのはかなり左右されるのです︒今日は痴呆

ていました︒それと職員によってお年寄りの行動

てお亡くなりになっていく悲惨な状況を何度も見

きに︑痴呆のお年寄りが︑最後は精神病院に入っ

にこだわりを持っています︒特養に勤めていると

いるのですけれども︑私は︑痴呆のケアには非常

ども︑自分がされたくないことはしないで︑と言

ヘルパー研修とかで何度も言っているのですけれ

たいサービスを作って提供するということです︒

けです︒だから︑年輪のモットーは︑自分が受け

らして年をとっていきますから利用者予備軍なわ

す︒地域の住民である私たちは︑自分がそこで暮

向けて参入を二〇〇〇年四月からやってきていま

九九年にＮＰＯ法人を取りまして︑介護保険に

認定の申請代行もできますから︑やりましょうか

も聞いてみます︒認定がまだの方は︑介護保険の

退院後︑
本人や家族は在宅を望んでいるのですか︑

が済んでいますか︑
です︒
退院はいつごろですか︒

ということなのですが︑一番は︑介護保険の認定

型的な例です︒これが住宅改修にどうつながるか

しら︑という電話が非常に多いのです︒これは典

退院といわれたのだけれども︑どうしたらいいか

のです︒いま夫・妻・親が入院していてそろそろ

■ＮＰＯ法人が介護保険サービスを担う

年寄りの方が落ちつかれなかったり︑良い顔だっ

います︒自分が年とったり障害を持ったりしたら

とか︑申請日にさかのぼってサービスが使えます

いか分からないので⁚﹂という電話がすごく多い

たりするのです︒穏やかにお過ごしいただけるよ

こういう環境であったらいいな︑こういうサービ

もう一つは︑痴呆性のデイ・サービスをやって

うな環境をつくりたいということで︑地区会館を
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のソーシャルワーカーとは親しくなっていますの

と言うと︑そんなことはない︑と︒私は︑各病院

いのに明日帰れなんていう病院はないはずですよ︑

は︑絶対に違う︑と言うのです︒在宅が整ってな

も追い出されるとみんな思ってしまうのです︒私

退院をにおわせられますと︑患者さんは︑明日に

もし退院までの時間がない場合︒お医者さんに

者とそうでない方がおられてケアマネジャーは苦

いますが︑介護保険の手続について慣れてない業

ありますので︑その場合は優先させていただいて

どうしてもあそこの工務店にお願いしたいことが

っています︒でも︑利用者の方が︑自分の関係で

お頼みすることができないかな︑というふうにな

て︑その時期に仕事はできませんといわれると︑

わないと困ることがあるのです︒退院が迫ってい

てくれたのです︒ＧＷ︑年末年始に営業してもら

めて︑釘一本打つことについての抵抗感があるこ

いうことなのです︒住宅改修の場合は︑家族も含

住宅改修の受入れの精神的援助を誰がやるかと

ども︑これを入れるまでが大変でした︒

ができなかったと言われて感謝をされましたけれ

きるのです︒これがなかったら自分は在宅で介護

室に入れています︒七〇歳の奥さんが︑移動がで

貸していただいて︑据置き式のリフトを六畳の和

で電話して︑住宅改修が必要な場合は︑入院先の

労します︒ですから︑事前に工務店の方とお話し

とが当然だというところから出発しまして︑かな

です︒小回りのきく地元の業者は︑三〇日にやっ

病院に︑退院を延ばせないかということを交渉し

させていただいて︑改修前の写真も撮っておいて

りの時間と︑配慮をしています︒リフトを入れた

から早く申請をしておきましょうか︑とお勧めし

ます︒在宅に戻られる意思もあるし︑家族も引き

くださいねとか︑そんなことを調整させていただ

うちなどは︑夫婦二人で新婚以来寝ておられる部

たりとかします︒

取ると︒住宅改修が必要な場合は︑その間はどこ

かなければいけないようなことがあります︒

と相談をしながら住宅改修をしていくということ

その人のことがよく分かりますので︑病院のＰＴ

スを受けておいたほうが後々すごく便利ですし︑

そのときに住宅改修に向けて専門家のアドバイ

造られたのです︒ですから︑釘一本打ちたくない

る方は︑ご自分のお父さんが大工さんでその家を

ができない方の事例をたくさん知っています︒あ

となのです︒住宅改修を精神的になかなか受入れ

れたとしても︑家を変えるということは大変なこ

必要だと︑例えば病院の先生とかＰＴの方が言わ

次の五番目がいちばん大事でして︑住宅改修が

きほぐして時間をかけていかなければいけない︒

以外は寝られないと言われるのです︒一つずつと

は︑四〇年もその部屋で寝ているので︑その部屋

れることに奥さんが抵抗を示されたのです︒自分

すと奥さんが寝る所がなくなるので︑ベッドを入

とになったのです︒そのベッドを六畳間に入れま

ものですから︑退院後はギャッチベッドになるこ

屋があったのです︒ご主人が脳梗塞で麻痺が出た

■釘一本打つまでの抵抗感をいかに取り除くか

の病院でも置いてくれます︒交渉をご家族ができ

が多いです︒ＰＴと住宅改修の業者と図面を見な

と言われるのです︒それで︑手摺はいやだという

リフトは︑意外と楽だったのです︒

ないとおっしゃる場合には︑私のほうで交渉しま

がらやった例のほうが成功しています︒それで︑

話があったりする︒

す︒それで︑置いていただいています︒

改修業者の選定については︑利用者の希望をもち

私は︑年末年始に住宅改修をやったことがあり

楽かということを体験していただいたのです︒そ

リフトで移動することが介護者にとってどれだけ

ことに成功したうちなのですけれども︑
奥さんに︑

い方で︑それで移動が大変なのでリフトを入れる

ですけれども︑畳でなければ駄目と︒ご主人が重

あと︑簡単にフローリングにできない︒車椅子

のです︒お試しさせてくれる業者に一週間ほど借

お試ししてくれるのとお試しできない業者がある

ばいけませんので︑
業者に借りたのです︒
業者も︑

プがあるのです︒それを実際に見てもらわなけれ

ーデオン式の折りたたみの持ち運びできるスロー

ので︑スロープを付けることはできません︒アコ

今度は︑スロープです︒家に釘を打ちたくない

ろん優先させます︒

ます︒ですが︑大手の方は一二月一五日までに申

れで︑リフトについては︑何度かそれをやる中で

■業者とのコミュニケーションについて

し込んでいただかないとできませんといわれたの
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どんどん入れてしまうと︑駄目だということを認

う希望があるのです︒ですから︑そういうものを

やはり元気なときの姿に戻れるのではないかとい

りまして︑
ＯＫということになって入れたのです︒

宅改修については︑家を変えるということですの

を注意しながらやってきておりますけれども︑住

者につなげる︒ケアマネジャーとしては︑その辺

はいつでも変更できますよとして︑サービス事業

な︑と思うところで決めさせていただいて︑あと

いのも年齢があるかな︑と思っているのです︒い

と思います︒改修を受け入れる︑受け入れられな

受け入れていくまでの精神的な大変さが一番かな︑

なり︑すごく感謝されるのですけれども︑それを

あと︑私が思ったのは︑手摺一本で非常に楽に

っています︒

識して受け入れていかなければいけないところに

で難しい点が多々あるかな︑と思っています︒

ま︑介護保険になりまして︑四〇歳以上の方が私

の仕事の相手です︒高齢者ではないわけです︒介

す︒私は︑八割方家族調整をやっています︒家族

本の場合は︑家族を抜きにしては話が進まないで

ったという例が一例あるといっておりました︒日

家族からストップがかかって︑業者に泣いてもら

トしていて付ける段になっていたのですけれども︑

なか入れなかったところで︑業者が木も全部カッ

のですが︑家族の時間が取れなくて話合いになか

ので︑介護保険だけでなく︑行政が出している住

関係の福祉サービスの手続もすべてしてくれます

援センターは必ず巻き込みます︒そちらは︑行政

スムーズに流れてきています︒私は︑在宅介護支

して︑業者と連携してやったケースのほうが後々

ターの職員︑ケアマネジャー︑病院関係者が連携

センターというのがあります︒在宅介護支援セン

てやったときが成功率は高いです︒在宅介護支援

住宅改修については︑いろいろな業種が連携し

トが付いていますし︑エレベーターを付けている

でもできるようになっています︒二階までもリフ

す︒本当に素晴らしいです︒車椅子でほとんど何

って︑六〇代の半ばでは無理ではないかと思いま

いるうちがあります︒五〇代だからできたのであ

それで敷地の広い所のバリアフリー住宅にされて

ご主人と話合いの結果︑いまの家を全部売って︑

るところは︑リハビリの病院に入っているうちに

が倒れられて︑それから同い年の奥さんがみてい

い方も私の利用者なのです︒五〇代の方でご主人

■様々な業種が連携できるように調整をすべき

抵抗感があるのかな︑と思ったのです︒それを無
視してやって失敗した例もあります︒
別のケアマネジャーなのですが︑どんどん話を

の精神的なケアもしていかないと︑本人が在宅の

宅改修のサービスも西東京では併用できますので︑

家もありますし︑それはある程度これからの先の

護保険は第二号被保険者からですから︑私より若

生活を続けていけないというような状況がありま

介護保険でできない分についてはこちらでできる

生活も考えられますし︑あとは物事を柔軟に考え

進めていってしまって︑本人の希望でやっていた

す︒

となるのです︒

めたサービスがそのまま入るという例はほとんど

がなかなかイメージできませんので︑そのとき決

でも︑帰ってからどういう生活になるかというの

私は退院までに必要なサービスを調整します︒

あの階段の上り下りができるような人間を想定し

くな︑という感じです︒最後まで元気で暮らして

が階段になっていますから障害を持ったら外へ行

います︒新しい建売住宅を見ても︑まず入口の所

なって住んでいくには非常に不都合に建設されて

で︑それについて家族のほうが主導で無視してや

年齢が七〇歳を過ぎると︑釘一本打つのも大変

■初期計画は五︑六割で

ていけることもあるのかな︑と思うのですが︑そ

ないのです︒退院が近づいたときにもう一回確認

て造られているのかな︑と思います︒やはり水周

ってしまいますと︑本人が後でとても辛い思いを

もともと日本家屋というのは︑障害をお持ちに

をして︑それでとりあえずの計画ですよ︑いつで

りを最初から広くするということです︒トイレと

して︑痴呆になられてしまうということがありま

ういう方もありました︒

も変更できますよ︑ということをご説明しないと

風呂と台所が非常に狭いというのを感想として持

■利用者主体のサービスを改めて考える

決まらない︒とりあえず五︑六割ぐらいでいいか
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な形で巻き込んでいけるかというような活動を目

ービスのあり方を考えないと思っています︒です

を見いだしていけるようなホームヘルプ︑配食サ

ですから︑利用者の方に参加をいただいて︑役割

けしても︑
満足は五〇％かなと思っているのです︒

ルパーの質を上げて︑お弁当もおいしくしてお届

が三六五日というのはうれしくないわけです︒ヘ

すけれども︑サービスを受けて︑上げ膳・据え膳

ヘルパーがマスターとしてデビューを果たしたの

い活動になっているのです︒最近︑七二歳の男性

小さい子供を連れたお母さん方も来て︑結構面白

はボランティアしている人も七〇代がやっていて︑

てきて︑食べていただいていますけれども︑これ

〇〇円で提供して︑それで皆さん三々五々集まっ

る︑アパートの一室でやっています︒お昼飯を五

呼んでいるのですけれども︑年輪の発祥の地であ

やっているのです︒これは予防的なデイホームと

○副司会

ているところです︒

ービスを作っていかなければいけないな︑と思っ

する側なのだ︑ということを考えながら在宅のサ

利用者があくまでも主役で︑自分たちはサポート

いうことのマナーというのがあるわけなのです︒

いるのですけれども︑相手のうちに入っていくと

職場が相手のうちなのです︒ヘルパーにも言って

特に在宅の仕事をずっとしてきていますので︑

それで︑年輪の活動の中で会食型のサービスを

から︑新しいサービスを作っていくときに利用者

です︒いつまでも役割があるというのは非常に良

りましたら質問票にお書き下さい︒

す︒私たちは介護の仕事をさせていただいていま

の方が一緒に作っていけるような仕組みを提供す

いことだな︑と思っています︒利用者をどのよう

○小野︵産業技術総合研究所︶

指したいな︑と思っているところです︒

る側がいかに作っていけるか︑というのがこれか

○長谷川

いるのだな︑ということがよくわかりました︒人

在宅訪問したほうが︑表彰状などが飾ってあり︑

仕事も進みますが︑そのやる気を出していただく

に何かやる気を持ってやってもらうと︑どんどん

時間をかけて

ありがとうございました︒質問があ

ら非常に大事になってくるのかな︑
と思うのです︒

という情報を外来や訪問のときに収集すること︒
情報が非常にわかりやすいという印象があります︒

のがすごく難しいです︒そこをどうやって人が変

どんな興味︑趣味を持っているか︑

︻
質疑応答︼

ハウスアダプテーション研究委員会委員

副司会

一︑二回ではなかなかつかめないので︑この人

横山 勝樹

わるぐらいうまくされたのかということが気にな

女子美術大学教授

の個別性は何だろうというところを考えながら話

りました︒

高齢者︑障害をもっているの気持ちは︑私にと

報をつかんで誘うのに半年・一年・二年という単

っちへ向いていないといけない面があります︒情

いただいて結構です︒機能面に気持がまだまだそ

っていて︑半年・一年はザラというふうにお考え

ただ︑基本的には行動するまでには時間がかか

○長谷川

谷川先生にお聞きしたかったのです︒

具というのは何だろうという関心もあったので長

かという点にも関心があります︒やる気が出る道

関わっているので︑どういう物を提供したらいい

の方々の気持ちがわかりません︒私は物づくりに

り未だ経験したことがない状況なのでなかなかそ

位を考えながらやっていますので︑根比べのとこ

かかります︒
いよいよ不安なときには私たちが
﹁迎

最初の一歩を出すのにかなり時間が
ろがあります︒

機応変です︒

ですか﹂
﹁行ってみませんか﹂と聞いて︑そこは臨

して︑こちらで行事をやっているときには︑
﹁どう

質疑を始めます︒まず長
谷川先生への質問です︒﹁や
る気を起こさせる︑その気
にさせるコツや工夫︑また
は注意すべき点などをご教
授ください﹂という質問を
産業技術総合研究所の小野さんよりいただいてお
ります︒
■やる気を起こさせるには忍耐が必要
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す︒そういうこともやっていかないと︑一歩目は

えに行きます﹂というようなことで寄っていきま
はそこから始まったのです︒

ろな個性が出てきたことがわかったので︑この話

でいるときは待ちます︒キャンセルの日に近くな

旅行などのときは締切があります︒そこで悩ん

しまいます︒
﹁やれるでしょう﹂と自信を持って言

丈夫かな﹂と思っていると︑そういう姿が見えて

と思ってこちらが対応できるかが鍵なのです︒﹁大

誘うときに大事なのは︑当事者にその力がある

っても待ち︑いよいよキャンセルとなったら誰か

えるためには︑こういうグループ活動を見学に行

出にくいですから︑最後はそこまでいきます︒

替わりを出す︑というようなことまで考えながら

く必要があります︒﹁結構元気にやっていらっしゃ

最初は年単位ですけれども︑そういうのがだん

だん積み重なると︑短い期間でできてくるという

印象があります︒

■世田谷のミニ・デイに期待すること

いの家を整備中です︒そこでは︑地域住民主導に

やっています︒キャンセル日で悩んでいるのなら

いまは︑私たちの職員が一人一人誘い出すわけ

よるミニ・デイ活動やいきいきサロンの家に期待

○ 横山
ビューティフル・シニアラ イフ Ｂ(Ｓ
Ｌ 研)究会の上東さんから︑﹁世田谷区では︑歩い
ていける距離に地域のコミュニティの場︑ふれあ

です︒サッカーが好きだったら︑訓練の合間にサ

することは﹂という質問があります︒

るな﹂とわかると誘えます︒

ッカーの話をしたりしています︒
そういうことを︑

○長谷川

もう少し待ちますし︑いよいよ駄目な場合はこっ
ちが腹を括るしかないとか︑
やることはあります︒
■グループへの誘いは年単位

みんながいろいろな経験を踏んでやり出したとい

れあいは素晴らしくて︑期待というよりこちらも

誘いしているようですが︑そ

で︑いろいろなグループにお

科学大学︶ 先ほどの話の中

ろう﹂
﹁こっちが主催者でやってくれるんだろう﹂

も︑当事者もイメージが湧かない︒
﹁何をやるんだ

かっています︒Ａさんに﹁どうですか﹂と言って

最初のグループは︑できるのに一年半ぐらいか

こしというか︑もう一回新たな町づくりの拠点と

っています︒そういう人たちが出てくると︑町お

くり︑いま保健婦さんたちと二年ぐらい前からや

〇カ所ぐらいのメンバーで連合会みたいなのをつ

教えてもらいたいぐらいです︒烏山のほうで︑三

世田谷のミニ・デイのいろいろなふ

うのが現状です︒

れはどのような場面で︑また

と思われます︒ですので︑現在やっているグルー

いうものを︑期待しています︒

○池田誠委員︵東京都立保健

どの職種が声かけをするといちばん効果があった

プに紹介したりします︒

障害者と付き合っていると︑健常者では味わえ

か︑について教えて下さい︒

私たちの場合は︑ある地域の人たちに声をかけ

ない︑生の純な人間の交わりみたいなものを実感

障害をもった当事者が自分たちでグ

ていきますから時間がかかります︒三︑四人集ま

○長谷川

ループ活動を主催するときに︑正直いって﹁でき

面に私は非常に感激します︒そういうところから

することがあります︒我々は多少打算的なところ
ただ︑だんだんはずみが付いてくると︑割と早

いくと︑町づくりみたいなことの拠点になってい

れば立ち上げるようにしていますが︑話を始めて

たちも︑最初は一生懸命応援していたのですが︑

くできます︒私どものクリニックにはグループ活

くのかなと思っています︒

るかしら﹂という思いがよぎります︒私も︑一七

途中で忙しくなったので引いたら︑非常に活発に

動の写真を貼っています︒﹁あれですよ﹂
と言うと︑

○上東︵ＢＳＬ研究会︶

がなくはないですから︑そういうのが出てくる場

なったのがわかりました︒

ちょっとイメージが湧くようになって︑そうする

ていると高齢で体が不自由になった方々も︑おし

からそれまでに一年半かかる場合もあります︒

医療者は医療者の切り口があります︒その切り

と早いです︒それで︑
﹁こっちでもやってみよう﹂

ゃれや会話︑食事や旅行などを本当に楽しんでい

〜一八年前にはそう思った時期がありました︒私

口で医療者が出ていくと︑当事者も家族も横並び

という話になります︒

今日のスライドをみ

みたいになりかねない︒我々が引いたら︑いろい
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るなと感じました︒
﹁松原ふれあいの家﹂でＮＰＯ
が運営するミニ・デイ活動に参加していますが︑

す︒在宅重視といっても︑家族で見る人がいて︑
プラスアルファという感じになっています︒

かいろいろなことが加味されます︒ケア付きのア

パートや︑ケア付きのマンションといった住まい

方かと思います︒今後も閉じこもりがちな方々が

世田谷ではこうした役割分担がうまくいっている

が担えない部分を﹁市民﹂が助け合いで支える︒

す︒また︑介護保険制度で﹁自治体﹂や﹁事業者﹂

民に﹁安心する居場所﹂を提供していると思いま

は得難いなと感じました︒ふれあいの家は地域住

施設のほうが安い制度になっているので︑施設に

護保険の枠外ということです︒こういうことで︑

家賃も別です︒そのうちの三五万八〇〇〇円が介

万円ぐらいの費用がかかります︒これは︑食費も

っています︒在宅の場合︑全体として六〇〜八〇

いますけれども︑支給限度額以上に約二五万円払

要介護五で︑在宅で暮らしている人をお世話して

っとした見守りがあればなんとか暮らせる︑とい

一週間だけ緊急の方をお預かりしましたが︑ちょ

Ｋのマンションなのですけれども︑六畳の部屋に

ています︒三階に痴呆の方が住んでいます︒二Ｄ

そこの四︑五︑七階には障害者が二四時間暮らし

ポートハウス年輪の厨房とデイホームがあります︒

所があるのは八階建てのマンションで︑一階はサ

隔離という形ではなくする︒いま︑年輪の事務

方ができてきていいのではないかと思っています︒

地域に出ていく
﹁はじめの一歩﹂
を後押ししたり︑

集中してしまうことになるのではないでしょうか︒

うような方たちがたくさんいらっしゃいますので︑

巡回を入れたとしても︑
家族に介護力がなくて︑

私たちまちづくり活動の指導者としてのご活躍を

だから︑在宅重視というところの意味合いがちょ

新しい形の高齢者住宅の提案もしていくといいか

スタッフの真心込めた昼食でもこの自発的な笑顔

期待しています︒

っと違っていたのではないかと思います︒

是非︑その現場でやってもらったほ

○長谷川

はどのようなことでしょう︒例えば在宅重視のは

ら︑﹁介護保険制度の見直しについてそのポイント

す︒ＮＰＯ法人申請中のてこネットの渡辺さんか

○横山

るということにつながっていかないのではないか

受け皿をつくっていかないと︑本来の地域で生き

プホームがあります︒同様に︑地域で自宅以外の

場合に︑自宅だけでなく︑痴呆性の方にはグルー

地域に住む所があるのか︒単に地域で生きていく

ことです︒

配慮・工夫はどのようになっていますか﹂という

動することも大切かと思われますが︑その点への

は収入と支出が明確化され︑採算に合うように活

ら両先生に﹁介護保険下になり︑特に福祉業界で

○横山

■経営の視点を持ちながら活動を

なと思っています︒

○渡辺︵てこネット︶

五年の猶予期間をもって出ざるを得なくなるとい

ても︑要介護未満だと自立や要支援と認定され︑

いま特養に入所してい

うがいいと思います︒
■多様な高齢者住宅を提案する時期

ずの介護保険制度なのですが︑現状では利用者︑

と思うのです︒そのような視点もこれからは必要

○安岡

う問題があります︒そういった場合︑戻ってくる

というよりむしろその家族が﹁良い施設﹂を選び

になってくるのではないかと考えていますので︑

勤が五人でしたが︑現在は二〇人です︒私は︑こ

は三五万八〇〇〇円で要介護度五でも見てもらえ

○安岡

まい方がこれからのテーマかと思います︒在宅か

になってくるのかと思うのですが︑いろいろな住

○安岡

障をしていかなければいけないというので︑社会

しました︒在宅の介護労働者︑ヘルパーの身分保

に労働条件に見合わない賃金かということを経験

の業界に出版関係から入ったものですから︑いか

ＮＰＯ法人とはいえ︑介護保険前は常

安立園在宅ケアセンターの鈴木さんか

たがる傾向にあるのではないか︒
なぜそうなのか︑

その辺のところをお聞かせください︒

次は︑安岡先生に対する質問に移りま

制度の欠陥なのでしょうか﹂ということです︒

る︒自己負担を少し入れても六万円位です︒在宅

施設かという二者択一のような時代ではないと思

保険を付けられる人は付けるという形でやってき

私も全く同感です︒高齢者住宅の問題

の場合は︑三五万八〇〇〇円で要介護五を見るこ

います︒その方の生活歴︑考え方︑生活の状況と

支給限度額で見てみると︑施設のほう

とはできないから︑いまは施設のほうが安いので
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年度の決算は出ています︒身分保障はしてきまし

年輪は会員制ですので︑総会を開いて二〇〇〇
かと思っています︒

めながらどうやるか︑というのがこれからの課題

正直なところです︒それを︑少しずつゆっくり緩

張らないと経営的にはなかなか厳しいというのが

■地域ケアと町がマッチしているかどうか

で一緒に楽しむ︑
というのが基本的な考え方です︒

します︒私たちも利用者も︑選択することが前提

ています︒

たけれども︑介護保険でどうなっていくかわから
なかったので︑経費は押さえてきていました︒昨

○横山

介護保険制度の見直しについての質問

■グループ活動のメリット

年度は採算が取れています︒
ＮＰＯ法人とはいえ︑

まくいかないというのが正直なところです︒外来

○長谷川

活動を続けているという現実はあります︒

も出てきていますが︑経営の視点を持ちながら︑

求されます︒いま︑ＮＰＯ法人のいろいろな矛盾

はしていますが︑民間会社とほとんど同じ税を要

制優遇はないので︑いまシーズなどと一緒に運動

くなったというのは事実です︒それは︑一〇年前

とで当事者の気持が早く明るくなるチャンスは多

○長谷川

だけますか︒

やったとか︑そういうことがあったら教えていた

は効率化したり︑その余力を使って素敵なことを

ことに関して効率化できたこととか︑逆にこの辺

ているという事例をいただいたのですが︑従来の

○鈴木︵安立園︶

いています︒

しい障害のあるような人を対象に﹂とわざわざ書

﹁日常生活の基礎的なところ︑つまりＡＤＬに著

最初の条文に出ていますが︑

を考えてみると︑介護保険の

きしていて︑改めて介護保険

園大学︶ いまのお話をお聴

○太田貞司委員︵北海道浅井

と思います︒

に本日の講演についてのコメントをいただければ

もありましたが︑北海道浅井学園大学の太田先生

の訓練室が︑理学療法二とか︑作業療法二という

と全然違います︒当事者から誘ったりすることも

実際には身辺介護を中心に組まれているのです

経営をしていかなければいけません︒ちっとも税

規定がありまして︑
それが一〇〇㎡と七五㎡です︒

可能ですから︑外来に来ている人に︑
﹁あの人に︑

が︑そのことと本日お話のありました︑地域に出

すごく素敵なことをなさっ

その基準をクリアすると結構家賃がかかるという

ちょっと話をしてみてください﹂ということがで

ていきいきしてくる仕組みをどうつくるかという

訪問に関してですが︑いま私の所にＰＴが一二

経営的には少し踏ん張らなければう

ことと︑午前中しか使っていませんので︑その維

きますので︑それは我々が言うのとは具体的で違

ことは乖離があって︑そのことが特に訪問介護の

ども︑訪問に関してＰＴ︑ＯＴの人がいる所は極

はいます︒ステーション併設でやっていますけれ

うことですから︑会費が必要であれば払うという

います︒これは︑基本的には同じ立場でやるとい

ほとんどの活動が週末で︑自分の時間でやって

なげていったらいいのか︑というところのものす

本日は︑基礎的な部分と生活をどんなふうにつ

伸びないという悪循環を持っていると思うのです︒

介護報酬に相当影響が出ていて︑実際にはそれは

効率化というか︑グループがあるこ

持費が結構かかっているのが現実です︒

うということがあります︒

めて少ないです︒
利用者はものすごくいますので︑

のが原則です︒私も︑好きなことを楽しみながら

ごく大きな問題提起があったのではないかと思う

名︑ＯＴが三名︑医師二名ということでかなり数

経営的にはある程度できています︒

やっています︒

がいますので︑そういうことが言えます︒ただ︑

す︒私たちは世田谷で一八年活動してきて︑知人

まり好きでないものですからなかなか乗りにくい

いました︒一緒にと言われるのですが︑宝塚はあ

ただ︑宝塚を見たいという七〇何歳の利用者が

いという感じがあります︒

セスというか︑是非共通体験にしなければいけな

のです︒そこのところのメカニズムというかプロ

これが増えても︑当分は大丈夫かと思っていま

私も訪問から帰ってくるのが︑
早くて五時半位で︑

です︒逆に︑乗れる人はいないかということで探

私自身は︑荒川区で在宅ケアのＭＳＷを二〇年

大体六時︑六時半です︒ですから︑ある程度踏ん
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車椅子ダンスをしています︒そのレベルに︑町と

前ぐらいです︒そのとき一緒に歩いた人が︑いま

めて車椅子で出て商店街を歩いたのが大体二〇年

やっています︒荒川区で︑脳卒中などの人で︑初

職員とかいろいろな方が集まって︑介護保険が導

Ｔ︑医者︑特養の職員︑在宅介護支援センターの

くださっている方が病院のＭＳＷです︒あとはＰ

ますが︑この研究会の中で熱心に世話役をやって

究会は﹁コミュニティ・サポート研究会﹂といい

経ちますし︑精神的負担が大変なので︑その分は

う﹂
﹁こうなりましょう﹂といったら余計に時間が

引き受けてから︑﹁こういうふうに直しましょ

間がかからないわけです︒

いですし︑利用者や家族にもあったほうが後で手

タルな情報がケアマネジャーにも集まるほうがい

後で報告するということで︑その方にとってトー

システムがうまくマッチしていないというか︑ど

入される前から介護保険の勉強をしていました︒

調整役であるケアマネジャーが手間をかければい

時代に立ち上げ︑もう四年目になります︒この研

んなふうに私たちは仕組みとして考えたらいいの

最近は︑司法書士を呼んで勉強したり︑成年後見

ほどやっていますから︑先生と大体同じぐらいに

でしょうか︒

っていただくとか︑
それは利用者との関係の中で︑

いかなと思っています︒でも︑ケアマネジャーが

医療とアポイントを取るとき︑私は医療ソーシ

誰が取っていけばいいかということはやってきて

を勉強したりといったことをずっと続けてきてい

ャルワーカーをフルに活用しています︒
いままで︑

いるつもりです︒なかなかうまくいかない場合も

これは介護保険だけではなく︑町づくりの問題

付き合いのなかった病院から退院してくる利用者

ありますが︑なるべくそういう形を取ろうという

やらなくてもいい場合もあります︒在宅介護支援

からも相談があります︒そのときには︑そこの病

ことでやってきているところです︒

る関係から︑医療と保健と福祉の連携が︑介護保

くりを考えなければいけない︑といった大変大き

院の﹁医療相談室をお願いします﹂ということで

○井口︵東京大学︶ 去年︑九州地区の在宅介護

だろうと思うのですが︑もう一遍整理する必要が

な問題提起を安岡先生と長谷川先生からいただい

電話をして︑医療ソーシャルワーカーに﹁退院し

サービス団体の調査をしました︒制度上でポイン

センターの職員が︑業者との関係が良かったり︑

たように思います︒どうもありがとうございまし

てくる患者の担当の方はどなたですか﹂というこ

トとなってくるのはケアマネジャーかなと︑感じ

険になったときに取れる形がまずあったのかと思

た︒

とでいろいろお話を伺います︒﹁担当のＰＴの方と

ました︒

あると思いました︒介護保険の財政面だけ見ると

○横山

お話をしたいのですけれども︑ご連絡いただけま

しかし︑調査から浮かび上がってきた実感とし

病院のＰＴの方がいいようでしたら︑そちらにや

題に移らせていただきます︒東京大学の井口さん

すでしょうか﹂ということで︑そのＰＴの先生が

ては︑ほかの仕事が忙しくて︑肝心の調整の役割

っています︒

から安岡先生に﹁改修の場合︑多くの主体が連携

空いている時間帯に電話をして連携を取らせてい

ができないところが問題だと思いました︒先ほど

いろいろな問題があるのですけれども︑仕組みづ

してやるほうがうまくいくということですが︑主

ただいています︒

○安岡

はないでしょうか﹂という質問です︒

ネジャーが調整力を発揮するということは困難で

いですか︒特に︑医療系の主体に対して︑ケアマ

電話を入れて連携を取っていく︒いろいろな職種

はなく︑こちらが空いた時間に︑なるべくマメに

ます︒
﹁空いた時間に電話をください﹂と言うので

こちらが手間をかけるということは必要だと思い

調整は結構大変ですが︑それが仕事ですので︑

アマネジャーでも可能なのかということを知りた

それともやろうとするならば︑どの団体でも︑ケ

それとも田無市の先進的な取組みによってなのか︑

さん自身の個人的な努力で成り立っているのか︑

すけれども︑それはグループ自身︑あるいは安岡

安岡さんは︑調整が仕事だとおっしゃられたので

ここで︑ハウスアダプテーションの話

■ケアマネジャーの調整テクニック

体が多くなると調整が困難になるということはな

太田先生に来ていただきました︒地域の中で︑医

の方が集まれないのでしたら情報だけいただき︑

ケアマネジャーの仕事をする前から︑

療・福祉・保健の連携をしていく勉強会を旧田無
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介護保険の事業者連絡会を旧田無市時代から立ち

○安岡
通じて︑ケアマネジャーの方たちとコーディネー

る方の動きをもとに︑住空間の中で自らの体験を

などへ行っていろいろな高齢者の動きや介護をす

の経験︑そして二級ヘルパーとして在宅や︑特養

ので︑家の状況とかそういうことをうちのケアマ

す︒長時間いたからつかめるというものではない

状況か︑というのをつかむように努力はしていま

けれども︑大体一時間の間にここの家はどういう

私は︑ケアマネジャーとして初回訪問をします

いと思いました︒

上げていました︒
ケアマネジャー分科会︑
職種別︑
トをしています︒

射撃をして︑
﹁こうやったらいいんじゃないの﹂と

言われると言えなくなってしまいますので︑援護

アドバイスをいただきます︒家族は︑医者に一言

私は︑病院の医者との付き合い方を︑ＭＳＷに

できていれば︑どこの町でもできると思います︒

地域の中で︑そういうサービスのネットワークが

うだろうということもあるかもわかりませんが︑

前からやっています︒ケアマネジャーによって違

しくお願いします﹂ということを︑介護保険導入

﹁うちは今度こういうサービスをやります︑よろ

ケアマネジャーの連絡会に来てから発表します︒

ます︒
ですから︑
新しい事業所がオープンすると︑

げた研究会がありますので︑そこでも顔を合わせ

が月に一回顔を合わせます︒それにプラス立ち上

日常だとどういう時に︑本人や家族に提案をする

は勉強会を通じてやられていると思うのですが︑

体だけを見て︑計画の準備に入るのか︒その辺り

に行って︑すぐにそういうものを見るのか︑心と

な形で日常見極めているのでしょうか︒訪問調査

とが起こるのだろうかといったことを︑どのよう

や︑その家にその人が入ってきた時にどういうこ

ちゃんと生活できるような状況であるかを見る目

査等でプランを立てる際の準備段階で︑その人が

そういう中で︑ケアマネジャーの方が︑訪問調

しまったというような残念なケースが多いです︒

しをしても︑短い在宅期間で施設や病院に戻って

いものかということです︒私たちが実際に引き渡

く改修のテーマを私や地域の業者につなげられな

その中でときどき疑問に思うのが︑もう少し早

間を置いて話します︒目の前に鯛があって︑
﹁本当

か︑押しても駄目なら引いてみるとか︑ちょっと

あとは攻め方を考えます︒恋愛と一緒でしょう

がケアマネジャーには必要だと思っています︒

性格︑その関係性をどれだけ読めるかという訓練

られないということがあります︒家族や当事者の

という話が結構入ってきますので︑すぐには進め

んが︑
﹁昨日の話はちょっと待ってもらえないか﹂

しかし︑そこで話を決めても︑次の日に息子さ

めながら︑あとは性格などもつかんでいきます︒

いです︒それで︑どういう家族関係なのかを見極

て︑息子さんが帰ってくる夜に訪問することも多

です︒だから︑別居でも家族に同席していただい

誰か︑家族と当事者との関係はどうかということ

何をつかむかというのは︑家のキーパーソンは

地域もあると思います︒西東京市は︑

サービス別の分科会も持っていますし︑事業所間

いうようなことはやってきています︒そのほうが

のか︑その辺りを経験上からお聞かせいただけれ

にいいですか﹂
﹁どうぞどうぞ﹂と言われても︑食

ネジャーも一緒に訓練はしています︒

スムーズにいっている例が多いです︒

ばと思います︒
くりネットの矢作さん質問をお願いします︒

○横山

らなければいけない︒それは個別でやるので︑時

いう形でここの家に勧めていこうかという策を練

のに︑私が必要だと思ったとしたら︑それをどう

ります︒そうなってくると︑ここの家で暮らせる

えたりすることに対して抵抗を持っている家があ

○安岡

の言った言葉が相手の心を動かすキーワードにな

うことが家族でもなんでもあるんです︒でも︑私

ます︒何か言った言葉で︑相手の気持が動くとい

ドをこの人に届けられればいいと思って話してい

私は︑一時間話している間に︑一つのキーワー

手に受け入れてもらえるかということになります︒

べたくない人は食べませんので︑どうやったら相
個別対応になります︒家を直したり変

○矢作︵すまいづくりねっと︶ いま︑私は世田

間がかかるというのは確かにあります︒相手が受

らなかったりする事例もあります︒そういうとき

いまのお話に関連するので︑すまいづ

谷で住宅改修のコーディネーターとして活動して

け入れる気のないときに提案しても駄目です︒

■初回訪問時︑一時間で状況把握を

いるのですが︑自らの入退院の経験や︑親の介護
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私たちが在宅でかかわっている人が二五〇人ぐら

も伝家の宝刀として抜くときがあるのではないか

ね︒そういうときに︑安岡さんの手練手管の中で

ては︑ものすごくその発言は大きく左右しますよ

一つの言葉だけでも︑
﹁ああ︑そういうことがあ
いいますが︑住宅改修が終わっていたり︑途中か

と思いながら伺っていました︒

どこで動いているのかと思っています︒現実に

るんだ﹂と思われたら︑それでスーッといってし

らというのがあり︑介護保険前とは様相が変化し

には︑ちょっと時間がかかります︒

まったりする場合があるので︑そういうふうに思

てきています︒かかわりが希薄になっていますの

そのときに︑そういうかかわり方は本来の使い

いながらお話はさせていただいています︒

るので︑訪問することは嫌ではないです︒

ように訓練させてもらっていると思って行ってい

こういうふうだ︑というのをなるべく把握できる

考えて︑一時間でこの家のこと︑この人の性格は

が大好きなのです︒なぜかというと︑そのように

実際に︑生活してみて具体的になったほうが︑

引いて考えたほうが一般的にはいいと思います︒

きるかというとそんなことはないです︒少し割り

きに︑当事者・家族だけでその機能が常に発揮で

能ならこうだと思うのだけれども︑家に帰ったと

病院から見ていると︑機能面でこのぐらいの機

てきたという時期に申し訳ないのですが︑その辺

必要なときだと思うのです︒かかわりが薄くなっ

まさに第二段階の︑本当の意味でのリフォームの

というニーズが本人から出来上がってきたときが︑

した︒その三年の間に歩きたいとか︑こうしたい

していくまでに三年ぐらいかかるとおっしゃいま

てしまう︒その後で︑長谷川先生は療養して回復

方としてはよくないと思うのですが︑権威でやっ

いつも初訪問するときには︑ドキドキします︒

改修しなければいけないと思っている人もいます︒

はどういうふうにお考えですか︒

で︑それ以上申し上げることはありません︒

どういう状態か向こうも見ていますから︑そうい

そういうことで︑
多少時間差があるという印象を︑

○長谷川

苦労もありますし大変ですけれども︑私は訪問

う緊張感がたまらなく面白くなければ︑この仕事

在宅をやり出してからはっきりわかってきました︒
は︑大雑把なところをやっておいて︑二段階でや

機能的に︑理想的なところを退院時にやるより

歩く歩かないというのは日々なのです︒それはも

持の云々の部分が二〜三年という意味であって︑

く︑生活していくという気持ちにまでまとまるの

持は︑全体的に︑この障害を抱えながら生きてい

っと最初の段階で出てきます︒私が言っている気
■自分自身を受容するまでに二〜三年

るほうがベターという印象はあります︒

議論が錯綜していると思います︒気

はできないかなと思います︒

フリーライターの菊池さんから﹁本人

■介護保険以後︑改修に関わることは少ない
○横山

のためのリフォームでも︑改修プランを作成する

正直言って︑あまり私はかかわって

お考えでしょうか﹂
と︑
長谷川先生への質問です︒

医師としてのかかわることの意義についてはどう

としては︑どのようにどこまでかかわれますか︒

とき︑住宅改修プランにかかわる職種である医師

う感じになってしまうということでしたが︑その

に第一段階としての住宅改修という必要なものが

で今日から必要になるという部分です︒そのとき

毎日の生活になります︒そうすると︑待ったなし

感することがあります︒ただ︑退院日から︑すぐ

ないかということは︑私も取材しているときに実

○菊池︵フリーライター︶

もう一つは︑いま病院にいる人たちがどこまで

すが︑家に帰れば自分が決めることになります︒

はい﹂と言ったときにはやろうと思っているので

やらないことが結構あります︒病院にいて︑
﹁はい

いうと︑
﹁はいはい﹂と言っても︑帰ったときには

に︑釘の話を退院時にしても︑病院での経験から

に二〜三年という意味であります︒

○長谷川

あります︒それをケアマネジャーが調整をしたと

住宅改修をやって帰るかに関して︑介護料が非常

時は︑本人は失意の底であり︑いわば他人事とい

いないです︒理学療法士の方が圧倒的に多くかか

きに︑釘一本でもいやだという家に対して︑現実

に大変で︑日々フーフーいって疲れ果ててしまう

日々の生活は確かに退院日からです︒そのとき

わっています︒ただ︑介護保険ができてから︑か

として医者というのは︑七〇代ぐらいの方にとっ

二段階が理想では

かわりが非常に薄くなりました︒
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なに不便だということがわかります︒そのときに

けて︑外泊を一週間ぐらいされて︑その間にこん

たときに試したという方が二人います︒退院に向

○安岡

だきたいと思います︒

先ほどの二〜三年の話は︑別次元だとご理解いた

かもしれないということだろうと思っています︒

一カ月後かもわからないし︑もうちょっとかかる

生活実感がある時期にやったほうがいい︒それは

しかし︑細かいことは︑退院してしばらくして

れは最低でもやらなければいけない︒

ということは避けなければいけないですから︑そ

たと思います︒業者もかなり参入されてきていま

○安岡

ので︑そこをどうするかが鍵と思っています︒

ます︒その費用負担は二〇万円以内では出ません

象としては風呂が非常に重要になってくると思い

いうのは︑比較的浸透していると思いますが︑印

くて頻繁に入りやすくなります︒段差がどうかと

ると考えています︒風呂に入れれば︑週一回でな

費用負担で考えると風呂を改造したほうが安くな

高いですから︑
風呂を改造して長いこと使えれば︑

いと思います︒費用負担からいけば︑介護入浴は

くなりましたから︑風呂などの改造はかなり厳し

だ︑介護保険になってから︑圧倒的にお金が少な

のかなと思っています︒

しても非常にコストがかかるというところもある

うのがいまの世代です︒ですから︑入浴は介護と

は浸からなければ風呂に入った気にならないとい

取れば︑シャワーでいいと言うのですが︑日本人

になってくれば違うと思うのです︒若い人が年を

んどないです︒入浴はシャワーでいいという世代

リフトまで付けて︑風呂を改造される家はほと

らも入浴は進まないのかなと思っています︒

ばいけませんので費用がかかります︒介護の面か

です︒ヘルパーでやる場合は︑二人派遣しなけれ

もらい︑家族と二人で入れるという方も結構多い

に大きな負担になります︒そこにヘルパーに来て

なのです︒入浴の介助が︑家族介護の中でも非常

って何が営業を頑張っているかといったら︑ここ

する業者の営業活動はすごいです︒介護保険にな

バリアフリーになっていても︑入口に一〇段ぐら

外に出られなければ意味がないです︒住宅の中は

それから︑家の中を自由に動けたといっても︑

最近私がかかわった例で︑外泊をされ

ＰＴに来ていただいて︑退院時にはこうしましょ

すし︑福祉用具のレンタルと併せて︑住宅改修を

かなと思うぐらいパンフレットも送られてきます

い石段がある所があります︒これがネックになっ

介護保険になって︑住宅改修は広がっ

うということで納得していただいた例もあります︒

し︑ケアマネジャーに対するアプローチもかなり

ているので︑リフトを付けようとすると屋外の物

■住宅改修は風呂・玄関まわりが重要
○横山

活発です︒町の工務店も含めて﹁やらせてくださ

は高くなります︒雨に濡れますから幌を付けてな

東京都立保健科学大学の野村先生から

両先生に﹁望ましいハウスアダプテーションはど

い﹂というのがあります︒

○長谷川

分けて領収書を出すというのが非常に多いような

宅改修をやって︑それで介護保険部分だけを切り

すけれども︑ほかのところのリフォームとか︑住

くしかない︑歩く﹂と言って︑一生懸命練習して

いうことになったら︑そこのご主人は﹁これは歩

そこにリフトを付けると高いので付けられないと

家から外に出るのに︑一〇段の階段があって︑

どということになると大変です︒

いうのは難しいテーマですね︒機能面と︑長い間

状況があります︒ですから︑介護保険の前に比べ

歩けるようになったのです︒逆に何がいいかわか

介護保険でやれる部分は本当に知れているので

の程度実施できているのでしょうか︒制度上の仕
組みとしては何を確立することが緊急課題とお考

住み慣れた位置を変えなければいけないところを

れば格段の違いでこの住宅改修は進んだのではな

りませんよね︑
いまはその石段を上がっています︒

えでしょうか﹂という質問です︒

どういうふうに決めるかということです︒私たち

いかと思っています︒

機能的なところからいけば︑確かにバリアフリ

終的には向こうの決定であるというのが前提です︒

すというのは費用面もそうですし︑介護力が大変

りを付けるのがせいぜいで︑それ以上に風呂を直

確かに風呂を直す方は非常に少ないです︒手す

テーションを今後どういうふうに提供していくか

ますが︑本人の自立を助けるようなハウスアダプ

いま︑車椅子離れということをテレビで言ってい

望ましいハウスアダプテーションと

は︑どうしても機能面の切り口で入りますが︑最

ー的なことを押さえられればよいと思います︒た
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りにも何もないという所が結構多いものですから︑

は常にするのですが︑全くない所へ伺うと︑あま

ムの造築につながっていくということで︑身近な

これを広げる辺りが大きな課題かと思っています︒

を相談に来てもらったら︑そこから話がバスルー

釘一本打ちたくない方の場合は︑家具を置いて
ところでサービスが利用できるような仕組みを︑

ということが一つの課題かと思います︒
もらったりします︒重い家具を置くと︑そこを伝

ちょっとやればできるような素地があるのに︑ど

まだ質問が残っていますが︑時間です

テーマで︑それは個人の主体性だけではなく︑組

その主体性と発展というようなことが︑一つの

話していただいたのだと思います︒

だんだんと固まってくる︑という過程を本日はお

んだんと発展してきた︒つまり︑組織の主体性が

のでまとめに入らせていただきます︒

○横山

うも広がらないというもどかしい感じがします︒

日本もいつになったらつくれるのか︒
一〇年間やっていて︑はじめから進んだ方にい

って歩けます︒日本家屋は狭いですから︑手すり
を付けなくてもいい場合があります︒そのうちに

つもお話を伺っていて︑いろいろできそうな感じ

︻まとめ︼

■主体性を発展させる

介護保険制度下で
ますます問われる主体性

﹁それがあると便利ね﹂というふうに︑手すりを
付けたくなることがありあます︒
﹁やっぱり手すりがあったほうがいいね︑おじ
いちゃん﹂みたいな感じで︑毎日毎日お嫁さんに
言ってもらいます︒そうすると﹁あっ︑付けよう
か﹂ということになって︑三カ月ぐらい経ってか
ら︑
﹁安岡さん︑やっぱり付けるって言っています
から来てください︒業者も来てください﹂という

うのではなくて︑最後は本人が喜びますので︑そ

での経験︑経緯から浮かび上がってきたのは二つ

思います︒共通しておっしゃられた内容︑いまま

○ 大原

な︑莫然とした共通点がありました︒

問われているのではないかと思います︒最も大き

うなものを形成していくことが︑いまの時代には

織として︑あるいは社会としての主体性というよ

の辺は見極めながらやります︒日本の場合︑道路

あります︒一つは︑
﹁主体性とそれを発展させてい

ので︑
サッと行って付けたということがあります︒

に出ていく所の障害が非常に大きいので︑そこの

く ﹂ と いうこ と で す が ︑こ れは 当 然 の こ と だ と 思

本日感じたことを簡単にまとめたいと

ところの提案ができるといいかなと思っています︒

い ま す ︒ 利 用 者 主 体 を 謳 っ て 介 護 保 険 制 度 がで き

方法はいろいろあるので︑駄目だから駄目とい

○野村みどり委員︵東京都立

て い ます し ︑ ま さ に 時 代 の 流れ と し て ﹁ 主 体 ﹂ と

二つ目の共通点は︑長谷川先生のお話の中にあ

■緊張を安心に変えるために必要なこと

保健科学大学︶
方をお呼びするので︑大変優

も ︑ 長 谷 川 先 生 は ︑ 主 に 利 用 者 の主 体 性を ど の よ

いままでのお話を伺ってわかりましたけれど

それは︑安岡先生のお話でも似たようなケース

りました言葉で︑
﹁緊張﹂を安心感というか︑弛緩

れた取組み︑事例紹介でいつ

う に 引 き 出 し て いく か と い う と こ ろ で さ ま ざ ま な

が︑医者が退院を促すときに︑利用者は大変緊張

いうことが問われているのだと思います︒

も感銘を覚えるわけです︒日本を見回すととても

苦労をされている︒そういう個人レベルの主体性

を強いられる︒即時対応を迫られて︑あたふたし

前から一生懸命やっている

お寒い状況です︒この間も北陸のほうへ行ってき

を引き上げるという話がありました︒

というような状況がありました︒この間︑イギリ

最初のバウムクーヘンと いうところ から始まっ

安 岡 先 生 は ︑ サ ポ ー ト ハ ウ ス 年 輪と い う の が ︑

谷川先生のほうでは︑長い時間いろいろなアクシ

この緊張を安心に変えるかというときには︑長

点なのではないかというご指摘がありました︒

した状態に変えていく︒この方向性が大変重要な

たのですけれども︑マンパワーが地域に全然ない
スへも行ったのですが︑ちょっと困ったら︑社会

て︑こういうサービスを行っていくような形にだ

てしまうという状況があったかと思います︒

サービスにＯＴがたくさんいるので︑便座の高さ
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うな体制になっていないといけない︒つまり︑
﹁い

安岡先生の話では︑いつでも業者が対応できるよ

のをじっくり待っていくという﹁待ち﹂の体制︒

ョンを働きかけ︑その人が何か主体性を発揮する

で出てきたかと思います︒

たすのがいいのではないか︑ということが話の中

タッフのかかわり方として︑その触媒の役割を果

どん進んでいく﹁触媒﹂というのがあります︒ス

いう意味での自分化だと思います︒その辺りが必

性というのも︑その人の身になって物を考えると

一対一の対応で︑利用者とそれを支える人の関係

組織としての自分化の必要性だし︑それから全く

そのような主体性を発展させていくことと︑緊

はないかということだったと思います︒

即時対応ができるという状況の両面が必要なので

けるということと︑その場がいつも対応できる︑

はないかと思います︒つまり︑じっくり時間をか

ということも重要な点として挙げられていたので

急事態に対応できるような危機管理ができている︑

つでも︑誰でも︑どこでも﹂と︑すぐに動け︑緊

ある場合は線を引くけれども︑ある場合は一体の

ます︒そのように︑利用者と自分というものを︑

先生も大変いい表情をした写真があったかと思い

うようなこと︒スライドの中で︑利用者も長谷川

その利用者のグループと一緒になって楽しむとい

に立つということがあったかと思います︒
例えば︑

する︒そのときに必要なのは︑利用者と同じ立場

いうのではなく︑その人自身が変わるお手伝いを

直接的にサポートしたり︑何かをしてあげると

いう専門を越えて︑生活を楽しむプロとして人に

を受けました︒例えば︑医師︑ケアマネジャーと

うことが︑いろいろなところからわかり大変感銘

んでこの仕事というか働きかけをされているとい

ったわけですが︑何回か出てきたのは︑大変楽し

最後に︑本日は両先生ともたくさんの内容があ

要性として挙げられていたような気がします︒

張を弛緩に変える安心に変えるというような話が

グループとして参加していくというようなことが

かかわるということが︑こういう仕事をしていく

■生活を楽しむプロとして

目標というか︑これからのテーマとして挙がって

重要な点として出てきたのかと思います︒

上での仕事のかかわり方での︑本来求められてい

る専門性だという気がします︒それは︑専門的な

る︑
ということが繰り返し出てきたかと思います︒

体験的なもの︒それから︑試しに何かをやってみ

験する︑見学をする︑写真を貼っておくといった

かりというのは︑例えばグループ活動を実際に体

は手がかりというようなことを与えてみる︒手が

言葉を換えると︑
﹁世界観を共有する﹂とかいろ

一緒に見てあげるというようなことだと思います︒

用者と自分との関係を︑自分というようなもので

ですけれども︑利用者と一体化する︑それから利

とは﹁自分化﹂という言葉で捉えられると思うの

さらに言えば︑自分がかかわるというようなこ

るということが︑暗に指摘されていたのではない

なことの必要性︑いまこそそれが必要になってい

ロになる︑生活を楽しむプロになる︑というよう

うな総合的なものが重要となるのです︒生活のプ

では測れない︑生活全般を楽しんでいくというよ

業とか︑分断化されたメニューというようなもの

介護保険制度ということで分断化された専門分

■﹁自分化﹂の重要性

くるのだと思います︒その中で手法としては二〜
三考えられているのではないかと思いました︒手
法の一つは︑いかに誘発していくかということだ

そういう何かを誘発するための手がかりをいろい

いろな言葉になると思います︒そのときに安岡先

かと感じました︒

技術というより資質だと思います︒

ろな形で仕掛けていくということが方法論として

生のいままでの経験では︑最初が独り暮らし老人

○横山

ったかと思います︒方法もいくつかあって︑一つ

一つ大事だったと思います︒

の調査で︑その調査に市民がかかわるということ

とうございました︒以上をもちまして終わらせて

＊本文中の所属は開催当時

長谷川先生︑安岡先生ご講演をありが
が自分化の第一歩のような気がします︒つまり︑

■スタッフは﹁触媒﹂である

いただきます︒どうもありがとうございました︒
がそういうことを行ってしまうことです︒
それが︑

サービス側が仕掛けているのではなく︑市民自ら
その薬品を入れると化学反応が促発されてどん
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第１回

ハウスアダプテーション･コンクール
〜住まいのバリアフリー〜

表彰フォーラム
のご案内
ハウスアダプテーション研究委員会が新企画として企
画・実施した標記コンクールは、お陰様で全国各地から 21
点の事例が寄せられました。
本コンクールの特色は、ハウスアダプテーションを実施した住宅に対象者が１年以上居住し、そ

の成果を高く評価していること、関係する建築・医療・福祉・保健・教育などの専門家の連携により
取り組まれていることを重視した点です。
現地調査による２次審査では、対象者をはじめ、関係する専門家からもヒアリングを行い、最優秀賞
１点、優秀賞２点、佳作３点、計６点の受賞作品を選定しました。
下記日程にて表彰フォーラムを行い、受賞事例の表彰、応募者による事例紹介、審査委員会による講
評をもとに議論を深めたい所存です。
多くの方々のご参加をお待ちしております。

日時：2002 年６月 15 日(土)午後１時〜５時（終了後、交流会）
会場：建築会館３階会議室

建築会館
港区芝 5‑26‑20
tel :03‑3456‑2051

（JR 田町駅､都営地下鉄三田駅(浅草線･三田線)徒歩３分）

都営地下鉄
三田駅

プログラム：受賞事例の表彰、事例紹介、講評、全体討議
＊ 参加費無料、申込み先着 60 名。
申込みは、①氏名、②所属、③連絡先住所（所属か自宅
か明記）
、④e-mail アドレス（又は fax）を明記して、下
記までご連絡下さい。
申込み・問い合わせ先：
（財）住宅総合研究財団 永田､平井
〒156-0055 東京都世田谷区船橋 4-29-8
TEL 03-3484-5381 FAX 03-3484-5794
e-mail hirai@jusoken.or.jp

ＪＲ田町(西口)

主催：住総研ハウスアダプテーション研究委員会

ハウスアダプテーション通信１
2002 年５月 16 日発行（不定期刊）
ハウスアダプテーション研究委員会＝
大原一興、野村みどり、池田誠、横山勝樹、太田貞司
（事務局）永田一雄、平井なか
編集協力＝木下知威
発 行 人＝峰政克義
発 行 所＝(財)住宅総合研究財団
東京都世田谷区船橋四丁目 29‑8
TEL 03‑3484‑5381 FAX 03‑3484‑5794
URL http://www.jusoken.or.jp/
e‑mail hirai@jusoken.or.jp
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住宅総合研究財団について
当財団は、1948 年、当時の窮迫した住
宅問題を、住宅の総合研究、および、成果
の公開・実践・普及によって解決することを
目的に、当時の清水建設社長・清水康雄
氏の私財の一部を基金として設立された財
団法人です。
現在は住宅に関する研究助成事業を中
心に、シンポジウムの開催、機関誌「すまい
ろん」の発行などの活動を続けています。

