ケアマネの出会った
家族たち
３
〜家族理解と 家族支援〜
木村晃子
居宅介護支援事業所 あったかプランとうべつ

向け 、自 分の 歩ん でき た歴 史や 価値 観を 必

〜独居老 人と娘の 物語〜

死に守 って 生き てい る人 もい ます 。

三年間 の歩 み

変 化を 受け 入れ る、 受け 入れ ない 、一 見

「あ の人 は、 本当 に変 わらな い頑 固な 人

相対し てい ます が、自分 を取 り巻 く状 況に 、

ね。 きっ とあ の性 格は 死な なき ゃ治 らな い

身の 置き 方を 考え 決定 して いる のだ から 、

わね。」「 いや 、あ の人 のあ の性 格は 死ん で

その 人の これ まで の生 き方 には ない 変化 が、

も治ら ない かも ね。」な どと いう 会話 をし た

他人 には 見え ない 所で 起こ って いる ので は

こと はあ りま せん か。 私た ちの 日常 の会 話

ないで しょ うか 。

で、 誰か とこ んな やり 取り をし た経 験を 、

私 は日 々の 生活 の中 で、 ある いは 対人 援

一度や 二度 お持 ちで はな いで しょ うか 。

助の 場面 を通 して 多く の人 に出 会い 、人 は

本 当に 、人 には 変わ らな い、 治ら ない 性

日々 変化 を続 けて いる ので はな いか 、と 感

格や 生き 方と いう のは ある ので しょ うか 。

じます 。
「 あの 人は 変わ らない 」の では なく 、

私た ちは 、生 きて いる 間、 個人 の事 情だ け

変わ った こと に、 周囲 の人 が気 づい てい な

では なく 、様 々な 社会 情勢 や、 社会 の仕 組

いの だと 思う ので す。 また は、 周囲 の人 は

み、価 値観 など に影 響さ れて 生き てい ます 。

他者 に対 して 大き な変 化を 求め 過ぎ てい る

「時代 が変 わっ た。」と 、嘆 きな がら も世 の

のでは ない かと 思う ので す。

中の 変化 に対 応し よう と、 生き るス タイ ル

人 はそ んな に簡 単に は変 化し ない かも し

や考 え方 に変 化を 受け 入れ 生活 して いる 人

れま せん 。し かし 、生 きて いる とい うこ と

もいれ ば、
「 そ んな わけ のわ から ない こと は、

は周 りの 様々 な状 況に 対応 して いる 必要 が

自分に は関 係な い。」と 世の 中の 変化 に背 を

あり 、必 然的 に変 化を 迫ら れて いる 、だ か
21

ら人 は変 わる のだ とい うこ と、 小さ な変 化

けし ます 。本 当は 施設 にで も入 って もら い

を見 逃さ ない こと 、そ の小 さな 変化 の意 味

たいの です が・・・」と 言葉 があ りま した 。

をし っか り捉 える こと が、 対人 援助 の場 面

この時 ケア マネ は、一子 さん 自身 の希 望や 、

では大 切だ な、 と感 じま す。

誰か の見 守り があ れば 在宅 生活 の継 続も 可
能な 時期 だと 判断 して いた こと もあ り、 娘

人は変わ る

の言 葉の 奥に ある 気持 ちを 察す るこ とが 不

援助開 始一 年目 ・親 子の葛 藤

足して いま した 。

（＊ 以下 に登 場す るの は、 当マ ガジ ン２ 号

そ れか ら一 年ほ ど、 一子 さん は介 護サ ー

の連 載に 登場 する 一子 さん と同 一人 物で す。

ビス の利 用や 、近 隣住 民の 手助 けに より 生

ご覧 にな って いな い方 は、 ぜひ ２号 もお 読

活が 続き まし た。 けれ ども 、一 子さ んの 認

みくだ さい 。）

知機 能低 下が もた らす 、物 忘れ や近 所の 人
に対 する 被害 妄想 など が周 囲と の不 協和 音

一 子さ んは 、３ ０年 前に ご主 人を 亡く し

とな って いま した 。そ して 、母 親の 元を 訪

て以 来一 人暮 らし です 。一 人娘 が隣 町に い

れる こと のな い娘 に対 して も周 囲の 人は 不

ます が、 長年 娘を 頼る こと なく 生活 して い

満を 覚え ます 。ケ アマ ネは 、娘 へ連 絡し 最

ます 。そ んな 一子 さん が、 最近 、立 て続 け

近の 生活 状況 につ いて 伝え 、可 能で あれ ば

に体 調を 崩し まし た。 近隣 住民 は、 一子 さ

と一子 さん への 協力 を要 請し まし た。娘は 、

んの 暮ら しを 心配 して いま す。 介護 保険 サ

電話 口で 以前 と同 じよ うに 、自 身の 体調 不

ービ スを 利用 すれ ば、 もう 少し 安心 な生 活

良を訴 えま す。

にな るの では 、と いう 周囲 の心 配の 気持 ち
から 、相 談は ケア マネ へ繋 がり まし た。 支

支援 開始 二年 目の 壁

援開始 にあ たり 、契 約や 今後 のこ とも 含め 、

ここ で、 一子 さん と娘 への支 援が 難航 し

娘の 意向 も確 認し たく 初回 訪問 の前 に、 娘

ます 。一 子さ んの 周囲 では 心配 や不 満の 声

へ連絡 をし まし た。娘は 電話 口で 、
「 体調 が

が聞 こえ ます が、 状況 を打 開す る変 化が あ

悪く 母親 のと ころ には 行け ない 。契 約や サ

りま せん 。ケ アマ ネは 、支 援の 困難 さか ら

ービス のこ とは お任 せし ます 。」と言 葉が あ

スーパ ービ ジョ ンを 受け まし た。その 中で 、

りま す。 体調 が悪 いと いう 言葉 に、 無理 強

援助 者と して のケ アマ ネが して いな かっ た

いし ても とい う思 いも あっ て、 初回 訪問 に

事に 気づ きま した 。そ れは 、援 助を 展開 す

は娘 の同 席を 強く は求 めま せん でし た。 ケ

る上で 非常 に重 要な こと でし た。

アマ ネが 一子 さん を訪 問し まし たが 、本 人

一 子さ んの 娘に とっ て、 ケア マネ は何 を

は独 居生 活へ の不 便も 不安 も感 じて いま せ

する 人な ので しょ う。 ケア マネ の事 を「 母

ん。 室内 の散 らか りや 、た め込 んだ ゴミ の

の生 活を 支援 する 人」 とい う認 識は あっ た

不衛 生な 状況 から 、な んと か説 得し て介 護

かもし れま せん 。で も自 分（ 娘）にと って 、

保険 サー ビス の利 用を 始め るこ とに なり ま

ケア マネ は何 をし てく れる 人と 理解 して い

した。

たで しょ うか 。ケ アマ ネの 役割 をし っか り

訪問 後、 本人 と話 し合 った内 容や 、今 後

と娘 に伝 えて いな かっ たの です 。援 助者 と

利用 する 予定 のサ ービ スな どの 報告 も兼 ね

して 大失 敗で す。 ケア マネ が何 をし てく れ

て娘へ 電話 し内 容を 伝え まし た。
「 わ かり ま

る人 かも 分か らず に自 身の 抱え る悩 みや 心

した 。宜 しく お願 いし ます 。ご 迷惑 をお か

を開 ける わけ があ りま せん 。言 葉で 相手 が
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理解で きる よう に伝 える こと は重 要で す。

支援開 始三 年目 の変 化、 新た な親 子関 係

「私 には 、娘 さん の思 いや 悩み も一 緒に 考

さ て、 一子 さん の生 活も 、近 所の 優子 さ

えてい く役 割が あり ます 。」ケア マネ が改 め

んや 隣町 に住 む妹 の支 援に より 継続 でき て

てこ の言 葉を 伝え た時 に、 娘の 対応 に変 化

いま した 。し かし 、一 子さ んの もの 忘れ や

が見ら れま した 。そ の後 娘宅 に訪 問し た時 、

生活 上の 困難 さは 以前 より 悪化 して きて い

「離 れて 暮ら す母 の事 は心 配し てい たけ れ

るよ うで す。 再び 、周 囲の 人に 対す る被 害

ど、 長年 の母 との 関係 性に 葛藤 があ り、 ど

妄想 （物 を盗 まれ た、 ゴミ を玄 関に 入れ ら

うする こと もで きず 悩ん でい た。」と いう 思

れる ）が 増し てき ます 。そ んな 中、 時折 支

いを 聞き まし た。 そし て、 直接 的な 関わ り

援を して くれ てい た妹 の体 調不 良に より 、

は無 理で も陰 なが らで きる こと はし ます 、

今後 の支 援が 難し くな った とい う状 況が 発

と言 葉が あっ たの です 。

生。 今後 の本 人へ の支 援に はや はり 娘の 協

それ から 、

一子 さん の妹 への 連絡 をと って くれ るこ と

力が必 要と なり まし た。

にな りま した 。妹 は、 電話 で頻 繁に 一子 さ

ケ アマ ネは 、娘 と一 子さ んの 今後 の生 活

んの 様子 を気 に掛 ける よう にな りま した 。

につ いて 話を しま した 。一 子さ んの 今後 の

娘、 妹、 ケア マネ の三 者間 の連 携が 取れ る

生活 に対 して 、娘 とし ては 直接 的な 支援 は

よう にな った ので す。 一子 さん を取 り巻 く

難し いと いう 主張 は以 前と 変わ りあ りま せ

シス テム に変 化が 起こ りま した 。家 族シ ス

ん。 では 今後 の一 子さ んの 生活 につ いて 、

テム 論で は、 家族 のど こに 変化 が起 こっ て

本人 の権 利が 守ら れる よう にし てい くに は

もい いの です 。ど こか （誰 か） に変 化が あ

どう した らよ いか 考え まし た。 今後 、一 子

ると結 果も 変化 しま す。

さん の生 活上 の判 断や 決定 が必 要な 場合 の

その 後、 娘や 妹の 存在 も確認 しな がら 、

サポ ート とし て、 成年 後見 制度 の利 用に つ

一子 さん へ今 後ど のよ うに 一人 暮ら しを し

いて 考え られ まし た。 重要 な決 定は 後見 人

ていき たい かを 確認 しま した 。一 子さ んは 、

にサ ポー トし ても らう 、と いう こと です 。

「年 寄り だか ら皆 に心 配さ れる けれ ど、 な

そし て娘 は、 でき るだ け一 子さ んと は距 離

るべ く迷 惑を かけ ない で暮 らし たい 。近 所

をおい てい きた いと いう 意向 です 。

の優 子さ んは 、良 くし てく れる から 何で も

成年 後見 制度 の利 用に あたっ ては 、本 人

相談 でき るし 、優 子さ んの 言う こと は聞 い

の了解 を得 る必 要が あり ます 。そ こで 娘に 、

て行き たい 。」 と答 えま した 。

本人 へ成 年後 見制 度の 手続 きを 進め るこ と

そ して 、一 子さ んは 近所 の優 子さ んや 介

につ いて 了解 を得 るこ とを 課題 とし まし た。

護サー ビス に支 えら れ、生活 でき てい ます 。

これ まで 、母 親と 直接 的な 関わ りを 絶っ て

一子 さん の気 が付 かな いと ころ で、 母を 心

いた 娘に は、 厄介 な課 題で もあ りま す。 一

配す る娘 の存 在も あり ます 。長 年、 一子 さ

子さ んが 制度 利用 に同 意す るか 、手 続き に

んと 娘に は親 子の 葛藤 があ りま した 。多 少

協力 的に なっ てく れる か、 等々 まだ 始ま っ

の一 人暮 らし に困 難が 出て きた から と言 っ

てい ない 今後 につ いて の不 安が 次々 に思 い

て、 急に 娘に 難題 を押 し付 ける 事は 娘の 生

浮か んで は母 親と の関 わり に躊 躇し ます 。

活に も悪 影響 です 。世 代間 の境 界を 意識 し

考えあ ぐね て、状況 を固 定さ せて しま うか 、

て、 親世 代、 子世 代の それ ぞれ の生 活が 守

まず は最 初の 一歩 を踏 み出 して 次に つな げ

られる よう な援 助が 必要 だっ たの です 。

るか の選 択で す。 娘は 迷い なが らも 、や は
り最 初の 一歩 を踏 み出 す決 意を しま す。 早
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速、 母親 の元 を訪 ねる 日を 決め ケア マネ も

制度に つい ても 、
「 洋子 に迷 惑か けな いよ う

一緒 に同 行す るこ とと しま した 。娘 が一 子

にで きる なら 、な んで も（ 制度 の） お世 話

さんの 元へ 来る のは ２年 ぶり です 。

にな るよ 。手 続き のこ とは よく わか らな い

「こ れか ら、行く から 家で 待っ てい てね。」

から 、や って くれ るの なら 、私 は構 わな い

そん な電 話連 絡の 後、 娘と ケア マネ は一 子

よ。」 潔い 言葉 です 。

さん の元 へ訪 ねま した 。玄 関で イン ター フ

そ こで 、今 後に つい て、 成年 後見 制度 の

ォン を鳴 らす と、「 洋子 （娘 の名 前） かい 。

利用 手続 き、 施設 入所 手続 きの 進行 につ い

ちょっ と待 って ね。」と 、足 早に 玄関 に迎 え

て本人 の同 意を 確認 しま した 。

に出る 一子 さん の姿 があ りま した 。そ れは 、

なる べく 、早 くに 母親 のも とか ら離 れた い

久し ぶり の娘 の訪 問を 喜ん でい る母 親の 姿

娘は用 件を 確認 する と「 じゃ あま たね 。」と

です 。一 子さ んが 、玄 関の ドア から 顔を 出

話を 切り 上げ まし た。 一子 さん は、 少し さ

しま した 。普 段見 たこ とも ない よう な、 こ

みし げな 表情 もあ りま した が、 玄関 で娘 の

ざっぱ りし たワ ンピ ース 姿で した 。き っと 、

姿を見 送り まし た。

娘の 訪問 が楽 しみ だっ たの でし ょう 。横 に

本 人の 意思 の確 認が 取れ たと ころ で、 娘

いるケ アマ ネの 姿を 目に し、
「あ れ、一緒 に

は、 ケア マネ や地 域包 括支 援セ ンタ ーの 社

来たの かい 。何 か用 事が ある のか い。」と 声

会福 祉士 の助 言に より 、成 年後 見制 度の 手

のト ーン は少 し低 くな りま した 。玄 関先 で

続き や施 設入 所に 必要 な手 続き を進 めま す。

のあい さつ を終 え、部屋 の中 に入 りま した 。

これ らの 手続 きが 完了 する と、 娘と 一子 さ

娘は 、一 子さ んの 今後 の生活 につ いて 、

んの 関わ りは 少な くな るこ とも 予想 でき た

妹の 支援 が難 しく なっ た現 時点 では 、娘 の

ので 、手 続き の段 階で はで きる だけ 、娘 と

支援も 困難 であ るこ とを 伝え まし た。今後 、

一子 さん がや り取 りし なが ら準 備が 進め ら

財産 管理 や様 々な サー ビス 利用 など の契 約

れる よう に、 ケア マネ の関 与は 必要 最小 限

に関し ては 、成 年後 見制 度の 利用 によ って 、

に努め まし た。

娘の 手助 けが なく ても 生活 でき るよ うに し

制度 利用 の申 請に 必要 な書類 が揃 い、 い

てほ しい と訴 えま す。 また 、今 後の 生活 に

よい よ申 し立 て、 とい う段 階に 入っ た時 の

つい ても 、い つま でも 一人 暮ら しは 難し い

こと です 。娘 から ケア マネ に一 本の 電話 が

のだ から 、入 所施 設の よう な所 に入 って 安

入りま した 。

心し た生 活を 送っ ては どう か、 と提 案し ま

「必要 な書 類は だい たい 揃い まし た。でも 、

す。

今回 の事 で母 との やり 取り をし てい るう ち

久 しぶ りの 対面 の後 、娘 の口 から 出た 言

に、 これ まで 私の こと を信 用し てく れて い

葉に 一子 さん は伏 し目 がち です 。し かし 、

なか った のが 、お 金の 管理 も私 にさ せて く

長年 一人 暮ら しを 続け てき た一 子さ んら し

れる よう にな りま した 。施 設入 所の 手続 き

い毅然 とし た様 子で 話し 始め ます 。
「 そう だ

も進め られ たこ とや 、入 所が 決ま るま では 、

ね。洋 子に 迷惑 かけ るわ けに もい かな いし 、

ショ ート ステ イ（ 短期 間の 施設 入所 利用 ）

年寄 り一 人で 生活 して いた ら、 みん なに 迷

の利 用に 同意 して くれ たこ とな ど考 える と、

惑か ける から ね。 私な ら、 施設 に入 って 生

成年 後見 制度 の利 用を しな くて も良 いか な

活した ほう が、返っ て気 楽だ し、安心 だね 。

と思 える よう にな りま した 。施 設に 入る ま

そうし なさ い、って 言う なら 、そ うす るよ。」

では 私が 金銭 管理 を手 伝え ば良 いし 、成 年

あっ さり した 返答 です 。そ して 、成 年後 見

後見 制度 を利 用し ても 、日 常の 支援 は私 が
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しな けれ ばな らな いこ とも 出て くる でし ょ

れの 道を 選択 でき るよ うに と支 援を して い

うか ら、 制度 利用 の申 し立 ては せず に様 子

く中 で、 これ まで にな い一 時的 な変 化（ 成

をみよ うと 思い ます 。」そん な言 葉が 娘の 口

年後 見制 度の 利用 に関 する 手続 きの ため の

から出 まし た。

やり 取り ）が 二人 の関 係に 新た な絆 を生 み

成年 後見 制度 の手 続き に必要 なや り取 り

ました 。

が、 今ま で疎 遠だ った 二人 の関 係に 変化 を

人は 変わ る、 長い 年月 という 時が 人を 変

もた らし 、双 方の 気持 にも 今ま でと は違 う

化さ せる 、そ して これ まで にな い状 況が 人

思い が湧 いて きた ので しょ う。 それ は、 そ

を変化 させ るの だと 思い まし た。

れで 結果 オー ライ です 。成 年後 見制 度の 申

長い 間母 親と の関 係に 悩んで いた 娘が 、

請は しな いま ま、 手続 きは 中断 しま した 。

自分 自身 を少 し変 化さ せる こと がで き、 今

そし て、 施設 入所 でき るま での 期間 は、 娘

後の 母親 に対 する 関わ り方 に背 負っ てい た

が一 子さ んの 金銭 管理 をす るこ とに なり 、

重た い荷 物を ほん の少 し下 ろす こと がで き

これ まで 行き 来の 無か った 二人 に電 話や 訪

たよう です 。

問のや り取 りが 始ま りま した 。

そし て、 母親 のこ とに 対して 動き 始め た

そし て、 施設 入所 が決 まるま での 間、 繰

娘の支 えに なっ てい たの が、娘の 夫で した 。

り返 しシ ョー トス テイ の利 用を 始め まし た。

母親 のこ とを 考え ると 憂鬱 な気 分に なっ て

初め て利 用し たシ ョー トス テイ でし たが 、

しま い、 家庭 内に も暗 い雰 囲気 が漂 って い

施設の 中に は、昔な がら の知 人の 姿が あり 、

た娘 の家 庭で した が、 この 件を 通し て（ 当

三食 が提 供さ れ、 なん の不 安も なく 過ご せ

初の 夫婦 の目 的は 、制 度利 用に つな げ母 親

る快適 さに「こ んな 良い とこ ろは ない 。」と

との 関係 に距 離を 置き たい とい うも のだ っ

ショー トス テイ を楽 しん でい ます 。

た）、娘夫 婦が 力を 合わ せて 諸手 続の 進行 を

今、 一子 さん は施 設入 所が決 まる のを 待

しま した 。そ の夫 婦の 協力 関係 が夫 婦の 絆

って いま す。 認知 機能 低下 は徐 々に 進ん で

を強 くし たよ うで す。 当初 の目 的と は違 う

きて おり 、金 銭管 理が でき なく なり 、物 忘

形で 親子 の関 係も 再開 しま した が、 今で は

れも 進ん でい ます 。話 す内 容も 首尾 一貫 で

母親 の困 った 発言 も、 夫婦 で話 題に しな が

きず 、何 度も 同じ 話を 繰り 返し 、時 には 、

ら対処 して いく こと がで きて いま す。

近所 の人 や娘 に対 して 泥棒 呼ば わり する こ

人は 変わ る。 そし て、 変わっ た人 の目 に

とも あり ます 。そ れで も、 そん な母 親を 娘

映る 新し い景 色が 、そ れぞ れの 人生 の未 来

は、「 仕方 のな いこ と。」と 自分 に言 い聞 か

への 希望 の光 とな って いく ので はな いで し

せな がら 娘と して でき るこ とを して いま す。

ょうか 。

その こと が、 一子 さん の口 から は「 洋子 が
してく れる から 、何 も心 配は ない 。」とい う

＊プ ライ バシ ー保 護の 観点か ら、 事例 は

言葉 で表 現さ れて いま す。 最も 娘に 対す る

事実情 報を 加工 して いま す。

感謝 の言 葉の 直後 に娘 に対 する 被害 妄想 発
言も出 たり する ので すが ・・ ・

一子 さん と娘 には 長年 の親子 の確 執が あ
りま した 。疎 遠に なっ てし まっ た親 子関 係
の急 な修 復は 難し いと の判 断を し、 それ ぞ
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