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論文要旨　本研究では要介護状態にある高齢者の生き甲斐感の現状とサポートネットワークの現状を明らかに

した。対象者9名の面接中の会話を分析した結果，生き甲斐感に繋がっているものは全員が人との繋がりを上げ

ていた。過去の肯定感に関しては苦しいつらい状況を乗り越えて子供を育ててきたということが上げられていた。

希望・期待・自分を表現することは趣味や人との繋がりに関係するものが上げられた。サポート授受の手段的サ

ポートは新しいことを教えてもらうこと，生活全般に世話をしてもらうことの順で上げられていた。手段的サポー

トに比べて情緒的サポートは少なかった。サポートの提供については，手段的には自分でできることはするとい

う形で，情緒的には相手に嫌な思いを持ってもらわないようにする，人に感謝するという形で提供していた。他

者からの反応が受けられる人的環境を広げるような援助が必要である。サポートの授受を高齢者自身がポジティ

ブに受け止められるようにケアを提供していく必要がある。消極的なサポートの提供であっても高齢者がサポー

ト提供を積極的に行えるような場の提供がケア提供者にとって必要である。
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■　はじめに

　世界一の長寿国となった日本においては1），ゴー

ルドプラン21で「できる限り多くの高齢者が健康

で生き甲斐を持って社会参加できるよう，活力あ

る高齢者像を構築すること」2）が提示された。

　松田（1998）は「いきいきとした老後の生活を

支えるものとして重要であると考えている要因の

重要度は健康，家族，趣味・生涯学習，友人・地

域社会，経済的余裕，社会参加の順であった。要

因の各々について施策の重要度を比較した結果，

趣味・生涯学習を除くすべてにおいて高齢者の自

立・社会参加の支援がもっとも重要である」3）と

述べている。また，「生き甲斐が循環器疾患や心

疾患に影響」4）し，「社会的ネットワークが高齢者

の生命予後に影響している」5）という報告もある。

一方では閉じこもり，高齢者の抑うつ，高齢者の

孤独感などの問題が取り上げられている14）～17）の

も現状であり，高齢者がいかに生き甲斐を持ち続

けるかについてますます関心が高まっている。

　高齢者の生き甲斐に関連した研究において，

Q．O．L．の質問表やモラールスケールなどが一般

的に使われているが，これらは生き甲斐そのもの

を測定する目的で開発されたものではない。また，

これら質問紙表による研究は健康な高齢者を対象

としたものが多い。

　生き甲斐という日本独自の概念の研究は始まっ

たばかりで，その構造や要因についても明らかに

していく必要がある19）。さらに生き甲斐に強く影

響すると言われる主観的健康感は年齢，家族構成，

地域差，要介護度そしてサポート授受と提供など

が関係している。

　そこで本研究では生き甲斐とサポートについて．

介護老人保健施設に入所中の要介護者における生
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き甲斐の現状を質的に明らかにすることとした。

■　目　的

1．老人保健施設入所中の要介護状態にある高齢

　者の生き甲斐感とその対象，そしてそのサポー

　　トネットワークの現状について明らかにする。

2．要介護状態にある高齢者の生き甲斐感とサポー

　トネットワークの関係を明らかにするための

　資料とする。

■概念枠組

　神谷（1980）は「生き甲斐について」18）の中で，

生き甲斐を「生き甲斐の対象」となるものと「生

き甲斐感」という精神状態との二つに分けている。

また，長谷川（2001）は「生き甲斐の対象を心に

思い浮かべ，同時に伴って湧いてくる自己実現と

意欲，生活充実感，生きる意欲，存在感，主動感

といった種々の感情」であると述べている19）。さ

らに小林（1989）は生き甲斐を複合的な要素が組

み合わさったもので，一番大きなものが自己実現

であり，基本的欲求を土台にしているとしてい

る26）。本研究では，生き甲斐の定義を生き甲斐の

対象（過去，現在，未来に生きる楽しみを感じる

もの）とその対象から得られる感情とに分け，過

去の経験や現在の状況あるいは未来へのイメージ

などから，生活の充実感，達成感，人からの認知，

存在価値をその人自身が感じて，生きていくため

の原動力となるものであるとした19）～24）。

　高齢者のサポートネットワークの概念として，

野口（1994）は「ソーシャルサポートはその機能

的側面に着目する。しかも，すべての機能を扱う

のではなく援助という機能に焦点があるのがソー

シャルサポートの特徴である。」22）と述べている。

また，野口は援助の相手の種類，誰にとって援助

的かということ，援助の内容を情緒的と手段的に

区別するなどしてソーシャルサポートを定義して

いる。本研究ではサポートネットワークとは，構

造と機能の両面をもち，その両面が複雑に作用す

ることによって個人や組織に影響をあたえるもの

であり，援助の相手として家族とそれ以外，誰に

とっての援助かを授受と提供，援助の内容として

情緒的と手段的に分けることとした。

　そして，生き甲斐と主観的健康感や幸福感は関

係しており，その主観的健康感はサポートの授受

と提供に影響している。したがって，基本的欲求

を土台にして成り立っ生き甲斐はサポートと関係

していると考える。
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図1　高齢者の生き甲斐とサポートネットワークの概念図
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■研究方法

1．対象者
対象は広島県K町の，Y老人保健施設に入所中の

65歳以上で，要介護状態にある者とした。対象者

本人とその家族に書面と口頭で本調査の目的を説

明し，同意が得られた9名とした。

　Y施設は，入所ケア（80名），デイケア（53名），

ショートステイが可能な介護老人保健施設であり，

居宅介護支援事業所が併設されている。また，K

町は標高220mの高原盆地であり，2000年（住民

基本台帳調査）で，人口2万5千人（1995年に比

べL8％増），世帯数9千，老年人口割合15．5％，

高齢者単身者数602人，社会福祉施設としては，

地域健康センターが介護予防の拠点として2箇所，

老人福祉センター及び老人集会所が高齢者の活動

拠点施設として9箇所，このほか養護老人ホーム，

特別養護老人ホームが各1箇所ある。

2．調査方法

　面接調査は，本調査者がY施設を訪問し，他の

入所者がいない対象自身の部屋で，30分を目安に

一人一回のみ半構成面接法を行った。面接中の会

話は入所者及びご家族の許可を得てカセットテー

プに録音した。調査項目は，以下に示す。

1）基本的事項

　年齢，性別，家族構成及び世帯形態，介護度及

び寝たきり度判定基準，疾患名，デイサービス利

用期間，在宅への移行状況

2）生き甲斐感について

　現在あるいは過去の経験の

　①楽しかったこと，うれしかったこと，やり

　　遂げたと思うこと

②不安に感じたこと，悲しかったこと，つら

　　かったこと，イライラすること

3）サポートネットワークについて

①頼れる人

　②支えてもらっていること

③支えていること

　調査項目2）の生き甲斐感については，生き甲

斐感を過去の経験や現在の状況などから，生活の

充実感，達成感，人からの認知，存在価値をその

人自身が感じている状態と考え，日常生活の中か

ら表現できるように既存の論文7）8）11）を参考に作

成した。

　調査項目3）サポートネットワークについては，

サポートネットワークを構造と機能の両面をもち，

その両面が複雑に作用するものであると考え，対

象者が自由に答えやすいように作成した。

　上記調査項目は，Q．0．L質問表を参考に事前に

作成した調査項目を，地域で暮らす高齢者数名の

協力を得てプレテストを行った。生き甲斐という

言葉など答えにくい点を考慮に入れ，既存の文献，

専門家の意見をもとに作成した。さらにY施設の

施設管理者，看護管理者の意見も参考にして調査

を行った。

3．調査期間

調査期問はH14年12月10日～12月20日であった。

4．データの分析

　面接中の録音から逐語録を作成し，内容分析

（ベレルソン）注1）の手法を用いて分析した。逐

語録から類似した文章内容を集め，共通するカテ

ゴリーを抽出・命名化した。そのカテゴリー別に

文章内容を分析し数量化した。カテゴリーを抽出・

命名する際は，文献との検討を行ないながら行っ

た。また該当する内容の分類に関しては，妥当性，

信頼性を高めるため本調査者と臨床経験のある看

護師の2名以上で行った。

　注1）ベレルソン（1957年）13）は，内容分析について

　　　「コミュニケーションの内容に関して『何が』言

　　われたかという分析を扱い，コミュニケーション

　　内容の様々な面を簡明な形で記述する方法である」

　　　と論じている。「内容分析とは聴取者に向けられ

　　た刺激の，性質や相対的な強度を，客観的に示せ

　　るように，内容の記述を，より精密にするねらい」

　　を持ち，「内容に関連した仮説に対して，適切な

　　データをつくるように工夫された一つのカテゴリー

　　体系を用いて，一つの内容を数量的に分類ことを

　　目的」としている。すなわち「内容分析は何らか

　　の技術の助けを借りて記号ノリモノ（sign－vehicle）

　　を分類するものと定義できる。」としている。特

　　に内容分析の特徴として①言語の構文的および意

　　味論的側面にだけ適用される。②客観的でなけれ

　　ばならない。③体系的でなければならない。④数

　　量的でなければならない。以上4つの特徴がある

　　　ことを強調している。

5．倫理的配慮

　研究の目的，方法と調査項目，得られたデータ

の管理などについて，本人と家族に書面と口頭で
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説明し，同意が得られた方のみ調査を行なった。

その際，調査協力は強制ではないことを十分納得

した上で，本人あるいは家族が同意した。また論

文中には個人が特定できるようなことにないよう

配慮した。

■研究結果

1．対象者の状況（表1）と面接状況（添付資料）

　対象は年齢74歳～87歳で，内6名が80歳代で，

8名が女性であった。疾患名は4名が脳血管疾患，

2名はパーキンソン病，2名が肺疾患であった。

介護度は1が2名，IIが3名，III・IVが各2名。

生活の自立度はA－1が1名，A－2が2名，B－

1が3名，B－2が3名であり，全員が一部ある

いは全面的な介護が必要な状態であった。施設入

所期間は1ヶ月から9ヶ月で，家族構成は8名が

家族と同居している，あるいは同居の予定であっ

た。1名は一人暮らしだが家族が同居を考えてい

る状況であった。

　面接は対象の生活ペターンに合わせ，本調査者

が施設を訪問し，ケア，処置のない時に対象者自

身の部屋で行なった。その際，室内には他の入所

者，施設職員はいない状況であった。1人30分～

60分の面接時間の中で，調査項目の内容をきっか

けに対象の思いを引き出すようにした。

表1　対象者一覧

繍り

2．施設入所高齢者の生き甲斐感の現状（表2）

　面接内容で生き甲斐感に繋がっているものを分

析すると，全員が人との繋がりを上げており，人

との繋がりの範囲は家族・施設のスタッフ・同室

者や他の施設入所者・友人の4つの項目であった。

また，施設内の生活の中で楽しみを感じている人

は8名で，13項目に分類できた。過去の肯定感と

生活の自立心を上げている人は7名で，それぞれ

8項目と5項目に分類できた。過去の肯定感に関

しては，苦しいつらい状況を乗り越えて，子供を

育ててきたということが主に上げられていた。希

望・期待・自分を表現することは11の項目があり，

趣味や人との繋がりに関係するものが上げられた。

薯象

1

焦
85

縞

荏

疾．害、名

脳梗塞後遺
症（脳幹部）

糖尿病、腰
痛症

盆護

n

舗ぞ
B・1

家族構成及ぴ世帯

長女夫婦と3人世帯

夫は亡くなられており、4男と同
居、今後も同居予定

ただし夜勤のある仕事のため一人

になることがあり、本人と家族の

不安が大きい

2ケ月

表2　生きがいに繋がるものの構造

人とのつながり（9） 家族とのつながり　（7）

スタッフとのつながり（7）

同室者及び他の入所者のとのっながり（6）

友人とのつながり（4〉

過去の肯定感（7） 子供、孫の成長（4）

一生懸命働いてきた（3）

学校に行った（3）

習い事をした（3）
両親を見てきた（3）

旅行（2）
家を守ってきた（2）

宗教（1〉
身体的な自立心（7） 自分のできることはする（2）

動けるようになったと実感する（2）

排泄（2）
着替え（1）

ボケていない（1）

生活での安心感、安定感（8） 他の入所者との会話（3）いろいろな催し物（4）子供
の面会（3）おやつなど食べること（2）着るものを考
える（2）子供との外出（2）本を読む（1）歌を歌う

（1）折り紙（1）ごみ袋を作る（1）編物（1）おし
ゃれ（1）家族への電話（1）

9ケ月

希望、期待、自分を表現する（6）

H

皿

w

V

VI

VH

皿

IX

86

84

78

77

80

74

83

87

葎

荏

甚

謹

荏

隆

荏

荏

脳梗塞後遺
症、糖尿病、

膝関節症、

鯵病

叢晶気

脳血栓後遺
症、アルツ
ハイマー

肺気腫

アノレコーノレ

依存症

糖尿病、狭
心症、左膝
手術、左上
肢熱傷

傷孝晶

甲状腺機能
低下

脳梗塞（構
音障害〉

蒲キンソ

皿

n

w

w

皿

皿

B－1

A・2

A・1

A－2

B・2

B－2

B・2

B・1

もともとは一人暮らし、4年前か
ら長男と同居

本人は娘のところに帰りたいが、

長男夫婦は本人を見ることを希望

一人暮らし

長女がキーパーソン、（音楽家）

長女は同居を考えているが忙しく

面倒が見られない状況。

妻と息子の3人暮らし

妻と共依存の関係、在宅療養は難

しい状況

次女と同居予定だが、ADLが拡大
しないと在宅は困難

外出外泊は頻回にされている

夫と二人暮らし、娘が3人おりそ
れぞれ独立

夫も腰痛がある、2週問程度の在
宅であれば可能

娘夫婦と3人暮らし、在宅可能、

住宅改修を行い在宅に移行予定

長男と同居していたが、長女がキ

ーパーソンとなり同居している、

2週問程度の在宅なら可能、ただ
し身の回りのことは一人でされて

いる為自己負担が大きい

3ケ月

4ケ月

3ケ月

1ケ月

5ケ月

8ケ月

6ケ月

（倫理上家族背景については一部修正を加えて記載）

自分で選択する（2）

したいときのしたいことをする（2）

孫、ひ孫の誕生（2）お金、物の管理（2）
作ったものを利用してもらう（2）

家に帰る（2）
短歌をつくる（1）作ったものを出品（1）
歌を続ける（1）

法事まで生きていたい（1）
動ける間に死にたい（1）

（）内は人数

3．入所高齢者のサポートネットワークの現状
（表3）

　対象のサポートネットワークについては，サポー

トの授受と提供をそれぞれ手段的と情緒的サポー

トに分けて分析した。その結果，サポートの授受

の手段的サポートは17項目あり，新しいことを教

えてもらうこと，生活全般に世話をしてもらうこ

と，家の管理をしてくれることの順で上げられて

いた。また，この手段的サポートに比べ，サポー

ト授受のなかの情緒的サポートは項目が7項目と

少なかった。

　サポートの提供については，手段的サポートと

して経済的支援や自分でできることはやり，人に

迷惑がかからないようにするという形で提供して

いた。そして，情緒的には自分が相手に嫌な思い
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表3　サポートネットワークの現状

サポートの授受

手段的サポート

　新しいことを教えてもらう（4）

　面倒をみてくれる（3）
　家の管理をしてくれる（3）

　面会に来てくれる（2）

　排泄の援助（2）
　洗濯（2）

　外出時の手助け（2）
　楽しい時間の提供（2）

　買い物（2）
　清潔の援助（2）
　家族の面倒をみてくれる（1）
　経済的な援助（1）

　入所の手続き（1）

　食ぺ物の提供（1）
　掃除に来てくれる（1）
　褥創を治してもらった（1）

　おしゃれの手伝い（1）

情緒的サポート

　やさしい肯定的な声かけ（6）
子供がちゃんと生活してくれている

　　　　　　　（5）
話を聞いてくれる（2〉
注意してくれる（2）

そばにいてくれる（2）

面倒をみてくれる（1）

手紙をもらう（1）

サポートの提供

手段的サポート

　経済的な援助（4）

　自分でできることはする（4）
　迷惑かけないようにする（3）
　催し物の手伝い（2）
　ごみ袋を利用してもらう（1）

　共同生活で失礼なことは注意する

　　　　　　　　（1）
　家族が生活できている（1）

　みんなの編物をつくる（1）

情緒的サポート

　人への配慮（6）
　感謝すること（5）
　よけいな事（不満）を言わない（2）

　家族が良い一生が送れるように祈る

　　　　　　　（1）
　人が良かったという気持ちを持って
　もらう　　　　　　　　（1）
　電話をかける（1）
　無理を言わないようにする（1）

　嫌な顔はしない（1）
　心配かけないようにする（1）

（）内は人数

を持ってもらわないように自分なりに配慮し，人

に感謝するという形で提供していた。

そのため家族・スタッフ・他の入所者・友人とい

う4項目のみという結果であったと考える。自分

を受け入れてもらうという反響が必要で、高齢者

がその反響をうけるためには、ケア提供者自身の

高齢者に対する対応が重要になってくる。また，

そういう反響を受けられる付き合いの範囲を広げ

られるような援助が求められていると考える。

②＜過去の肯定感＞は〔意味と価値への欲求〕

■考察

1．老人保健施設入所中の要介護状態にある高齢

　　者の生き甲斐感について

1）生き甲斐を求める心（欲求）との比較

　本研究では生き甲斐感を喜びや楽しさややり遂

げたことは何かという，より具体的な質問で調査

を行った。その結果，＜人とのつながり＞＜過去

の肯定感＞＜身体的な自立心＞＜生活での安心感

や安定感＞＜希望や期待や自分を表現すること＞

の5つのカテゴリーに分類できた。神谷18）は生き

甲斐を求める心（欲求）として7つの欲求を上げ

ている。つまり〔生存充実感への欲求〕〔変化へ

の欲求〕〔未来性への欲求〕〔反響への欲求〕〔自

由への欲求〕〔自己実現への欲求〕〔意味と価値へ

の欲求〕である。以後，この7つの欲求と本研究

で得たカテゴリーと比較しながら考察していく。

①＜人との繋がり＞は〔反響への欲求〕と一一致

する。「人間は人からの反響を求めている，しか

も他人に自分の存在を受け入れてもらうという性

質のものでなければ生き甲斐感は生まれない」と

神谷が述べているように，自分を取り巻く人から

の反響を生き甲斐につなげていると考える。人間

の内在的に存在する欲求であることから，全対象

から得られることは当然の結果といえる。しかし

対象が施設入所中の要介護状態の高齢者であるた

め，人との付き合いの範囲は限られてきている。

と一致していると考える。神谷は「たえず自己の

生の意味をあらゆる体験の中で自問自答し，確か

めている，そして自己の生を正当化するものでな

くては生き甲斐は感じられない」と述べている。

自分が生きてきた意味を肯定的に受け止めること

が出来なければ，今現在生きている意味や価値を

肯定的に受け止めることは出来ないと思われる。

本研究の対象は苦しくつらい過去を現在は肯定的

に受け止めておられる人が多かった。このことが

今の生き甲斐を感じる心に繋がっているのではな

いかと考える。

　③＜身体的な自立心＞は〔自由への欲求〕と一

致するのではないかと考える。ここでいう自由と

は主体性，自律性の感情のことであり，要介護状

態である本研究の対象にとれば，特に強く感じら

れる課題ではないかと考える。しかし一方ではこ

の自由とは反対に不自由（安定）を望む欲求があ

ることも神谷は指摘している。つまり自分で選択

しないですむという不自由さの中に身をおくこと

のほうが楽なこともあるという考え方である。互

いは一人一人の中でバランスを保とうと働いてい

る。このことは何か行動を起こすときの動機づけ

となっていると考えられるため，援助する際は個

人のこういった状況を理解した上で行うことが，

生き甲斐感を感じるきっかけとなると考える。

　④＜生活での安心感・安定感＞は〔生存充実感

への欲求〕と〔変化への欲求〕に一致していると

考える。喜び・勇気・希望などのような満たされ

ているという感情を生存充実感といい，それは喜

びだけでは感じられず，多少の抵抗感，つまり苦

しみがあって始めて生の充実感を感じることがで

きると指摘されている。このことは，この「生存

充実感」は前述のく過去の肯定感＞とも関連して

いるとも考える。そして，〔変化への欲求〕の中

で神谷は「自己の生命の終わりに近づいた老人に

とって，草木を育てることや，孫の相手をするこ

とが大きな楽しみになるのは，ただの暇つぶしと

いう意味よりもむしろ若い生命のなかにみられる
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変化と成長が，そのまま自分のものとして感じら

れるからであろう」と述べている。＜過去の肯定

感＞の中に子供や孫の成長が上げられている。日々

の変化を実感しながら，その中でいろいろな楽し

みを各自が感じているため，＜生活での安心感・

安定感＞のカテゴリーでは13項目という多様な項

目が上げられたものと考える。

　⑤＜希望・期待・自分を表現する＞は〔未来性

への欲求〕と〔自己実現の欲求〕と一致している

と考える。これからの生が新しい発展をもたらす

であろうと期待するからこそ，生き甲斐は感じら

れると神谷は述べているが，このことは，喪失体

験が重なる高齢者が生き甲斐を感じにくい状態と

なりやすいといえる。しかし，本研究の対象の面

接内容からは，少しでも自分の可能性を発揮した

いという欲求によって，死生観に関する希望や期

待であってもその目標に向かって，その人なりの

努力をしていることが解った。

　以上，本研究の結果を，神谷の〔生き甲斐を求

める心〕の7項目と比較して，考察してきたが，

神谷自身も述べているように，これらは単純に分

類できるような構成にはなっていない。〔生存充

実感への欲求〕が〔変化への欲求〕に関連してい

るように，＜過去の肯定感＞が他のカテゴリーに

関係しているなど，それぞれがお互いに影響しあっ

ているものであると考える。そしてこのことは各

カテゴリーを別々に考えるのではなく，生き甲斐

感を求める心を統合的に捉えながらケアを提供し

ていく必要があるということの重要性を示してい

ると考える。

2）その他の文献との比較

　中村ら（2002）の全国20市町村における在宅高

齢者に対する研究では，「社会参加を促すことで

主的健康感は高まる」こと，また「日常生活に制

限がある者や介護認定を受けている者は主観的健

康感は低い」と報告している。特に消極的あるい

は受け身的な身体的活動は主観的健康感に影響し

ないことも報告している12）。そして前田（2002）

らの名古屋市近郊に在住する高齢者のQ．0．L．に

対する身体活動習慣の研究では，「高齢者が身体

活動量を一定以上維持することは，その後の
Q．0．L．の維持・向上に有効である。」「高齢者に

おいては身体活動を増やすことがQ．0．L．などの

向上に繋がる」ことが報告された13）。本研究の対

象は要介護状態であり，主観的健康感やQ．0．L．

は健康な高齢者よりも低いと考えられる。しかし

制限のある中で自分にできる様々な活動に参加し，

楽しみを感じようとすることで生き甲斐に対する

意欲を維持することは可能ではないか考える。

　山下ら（2001）による養護老人ホームの自力歩行

可能者への調査では，生き甲斐の種類として家族

と友人，趣味，健康があげられている9）。本研究

でも同様の結果が得られた。また山下らの「生き

甲斐感は身体的領域，身体的・社会的領域及び環

境・娯楽・社会的活動のQOLが高い」とも報告

している。本研究の対象者は施設内での生活にお

いて自分なりの楽しみを生き甲斐につなげている。

このことは施設で行っているケアが対象にとって

有効であり，Q．0．L．を高めていると推察できる。

さらに，生き甲斐が現在ある場合にはQOLが高

く，以前はあって現在はない場合には低いという

報告は，病院と在宅との中間施設である介護老人

保健施設における生き甲斐に繋がるケア提供の役

割の重要性を示していると考える。

3）過去の肯定感と「統合」と生き甲斐

　E．H．エリクソンは人生の最終段階である老年

期を統合（道徳的堅実）と絶望という2つの志向

の間を，英知という基本特性によってバランスを

とろうとする段階であると分析している。この考

え方を高橋は「内省的な意識作用に中で自らの人

生を道徳的に完成したものとして積極的な意味付

けする意識と最早取り返しのつかない過去への絶

望との間の緊張を英知によって克服する段階」24）

であると述べている。つまり今回の結果から得ら

れた対象の過去の肯定感という欲求は，各対象が

持つそれぞれの英知によって統合され，人生の意

味付けがなされ，克服されたあるいは克服されさ

れつつある状態であることを示していると考えら

れる。このことは過去の肯定感，つまり神谷のい

う〔意味と価値への欲求〕はエリクソンのいう統

合へとつながり，絶望とのバランスをとる上で重

要な要素であると考える。

2．要介護状態の高齢者のサポートネットワーク

　　について

　本研究では要介護状態にある高齢者のサポート

を，高齢者本人がどのような状況にあると感じて

いるかを調査している。その結果，手段的なサポー

トの授受が17項目と一番多い結果であった。これ

は要介護状態であることからサポートされている
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という感覚が強いためであると考える。しかしそ

の中で，新しいものを教えてもらうという項目を

あげた者は4名であった。前述したように中嶋ら

は6）「前期及び後期高齢者でネガティブなサポー

トがモラールに対し負の影響を持つ傾向が強く，

また受領的なサポートのうち，情緒的サポートは

モラールに対し負の影響を示し，その傾向は後期

高齢者でより強まっていた」と述べている。つま

り加齢と共にサポートは大きく高齢者のモラール

に影響していくため，サポートの授受を，高齢者

自身がポジティブに受け止められるようにケアを

提供していく必要がある。そして，サポート提供

の結果の手段的，情緒的サポートの中にその教え

てもらったことを生かすことができていることか

ら，この新しいものを教えてもらうという項目は，

高齢者にポジティブに受け止められていると考え

られる。

　情緒的なサポートの授受の肯定的な声かけとい

う項目を上げた者は6名，子供がちゃんと生活し

ているという項目を上げた者は5名である。この

ことは過去の自分を肯定的に受け止め，その上で

今の自分をも認めてもらうことで，ポジティブな

情緒的サポートとして高齢者は受け止めるのでは

ないかと考える。

　サポート提供は手段的サポートが8項目，情緒

的サポートは9項目であった。要介護状態にある

ため手段的サポートには限界があるため，自分の

ことは自分でやり，人に迷惑をかけないようにす

るという方法で，自分にできるサポートを提供し

ていこうとしている。また，情緒的なサポートで

も，感謝すること，不満を言わない，無理を言わ

ない，嫌な顔はしない，心配をかけないようにな

ど積極的なサポートとはいえないが，自分にでき

るサポート提供をしていると考える。このことは，

高齢者とその周りのネットワークにとって重要な

意味を持っているように考える。アブラハム23）ら

（2001）は「他者と自己の関係性はその人の自己

概念と密接に結びついている。人々の自己イメー

ジの維持と発展は，他者と自分自身の関係性に基

づいており，さらにその関係性は，人々がどのよ

うに自分自身を見ているかによって形作られてい

る」と述べている。消極的なサポートの提供であっ

てもうけとる側がそれをポジティブととるか，ネ

ガティブととるかによって，その人との関係性が

発展していけるかどうかが決まる。金7）8）は「サ

ポートを受領することは高齢者の自尊心または自

律心を損なうことになりそれが主観的幸福感と負

の関係にした可能性がある」「サポートの授受の

バランスが取れているほど，主観的幸福感が高い」

と述べている。生き甲斐感もサポートの授受と提

供のバランスに影響していると考える。ケア提供

者にとって高齢者のサポート提供を積極的に行え

るような場の提供が必要である。

■　研究の限界と今後の課題

　本研究の対象は，施設入所中の要介護状態にあ

る高齢者であるが，その中でも自立度のランクは

AまたはBの方でありCの方はいない。またコミュ

ニケーションがとりやすい者のみを対象とした。

そして9名という少ない例数での結果であるため，

施設入所の要介護状態にある者全員に，この結果

を一般化することはできない。また1回のみの面

接調査であり，信頼性を高める事には限界がある。

　今回は現状を明らかにするまでにとどめたが，

今後は生き甲斐感とサポートネットワークの関係

についても明らかにしていくこと，また，対象数

を増やし，要介護状態別，世帯別などさらに細か

くカテゴリーを検討していき，各個人にあった生

き甲斐感に繋がるケアを提供していく必要がある。

■結論

　今回は老人保健施設入所中の要介護状態にある

高齢者の生き甲斐感の現状と，高齢者のサポート

ネットワークの現状を面接調査することにより明

らかにした。その結果は以下にまとめられる。

1．高齢者の生き甲斐感は，人とのつながり・過

　　去の肯定感・身体的な自立心・生活での安心

　　感や安定感・希望や期待や自分を表現するこ

　　との5つのカテゴリーに分類できた。

2．反響を受けられる付き合いの範囲を広げられ

　　るような援助が求められている。また，苦し

　　くつらい過去を現在は肯定的に受け止めるこ

　　とが，今の生き甲斐を感じる心に繋がってい

　　る。

3．生き甲斐感の各カテゴリーを別々に考えるの

　　ではなく，生き甲斐感を求める心を統合的に

　　捉えながらケアを提供していく必要がある。

4．高齢者自身がサポートの授受をポジティブに

　　受け止められるようにケアを提供していく必

　　要がある。過去の自分を肯定的に受け止め，
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その上で今の自分をも認めてもらうことで高

齢者はポジティブな情緒的サポートとして受

け止める。消極的なサポートの提供であって

も高齢者がサポート提供を積極的に行えるよ

うな場の提供が必要である。
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添付資料：逐語録の抜粋

1

H

皿

IV

楽しかったこと、うれしかったこと、

やり遂げたこと

家を守ってきたこと（庭や池の手入れ

など〉地区の役員をしていたこと、近

所の子供が尋ねて来ていたこと

少しずつ動けるようになった、少しず

つでも回復に向かっていることが自
分で分かったとき

自分で手術をしないと決めた

人に甘えないようこっそりと立っ練
習をして、立てた時

ここは環境が良い

昔は子供達と買い物にいくこと、今は

3時のおやっ。（糖尿だから）

着るものを考えること

子供には経済的な迷惑をかけていな
いこと、お金の管理をしていること

物の管理をきちっとしていること

娘の面会が楽しみ

一生懸命に働いた（お手伝いさん、行
商など）

息子の就職と働き続けてくれたこと

帰る家がある

5月にひ孫が生まれる

苦労がある間がええ、

まだボケていない

広告でごみ袋を作って使ってもらう
（時問つぶし、リハビリ、自分もしん

どくない、したいときにできる）雑巾

も40枚縫った、教えてもらった

習い事をさせてもらったこと（5歳ご
ろに琵琶、レース編み）

ほしいものは何でも買ってもらった

短歌を作ること（新聞に投稿、新聞を

スクラップする）

受験勉強したこと、学校を卒業したこ
と、

他の入所者の方とのおしゃべり

みんなに編物を作ること

孫が生まれたとき、また孫とのおしゃ

べり、ひ孫が17人いる

娘がやりたいということをさせて学
校に行かせたこと

自分も学校をでて仕立てで何でも縫
えたこと

3つ上の姉を助けて、近所の子にでも

悲しかったこと、つらか

ったこと、イライラする
こと

声が出なくなったこと

動けなくなったこと

オムツが取れなかった
こと（恥ずかしいなあ、

悪いなあ）

迷惑をかけたこと

一人での味気ない生活
や留守番

行きたいところにも行
けなかったこと（旅行な
ど）

手が思うようにならな
いこと

面会にきてほしいと思
っても、来てくれないと
き、

他の入所者との関係（話

が合わない、仲間に入れ

ない雰囲気など）

家の構造上帰れないこ
と

両親と早く死に別れた、

兄弟とも離れ離れ、弟が

入院していても面会に
も行けなかった

公安に追いかけられた

息子の死

経済的な面など自分が
何もできない

4男が全部背負ってい
る

耳が悪いから迷惑をか
ける

自分が小さい頃から体
が弱かったこと

主人が亡くなったこと
（後2年で法事がある

からそれまで生きてい
たい）主人はいろいろや

ってくれた

女学校時代の親友が亡
くなったこと

入れ歯になった

やろうと思っても出来
ないとき

体が弱く外にあまり出
れないこと

刺激が少なくて土臭い
短歌が作れないこと

姑さんが厳しい人で・・

強制疎開をさせられた

こと、2日かかって山を
越えたこと、泊まるとこ

ろもままならなかった

サ．ポー

ト

娘、婿

施設の
スタッ
フ、

息子、娘

孫、ひ孫

他の入
所者、ス

タッフ、

主人娘、

息子、

孫、ひ
孫、他の
入所者、

同窓生、

先生、婦

長さん、

看護婦
さん、

姉、娘、

他の入
所者、息

子、嫁、

同窓生

サポートの授受

家族が面倒をみ
てあげると言っ
て一緒の生活を
始めた

経済的な援助

私が負担になら
ないようにやさ
しく声を掛けて
くれる

自分のことを思
って注意してく
れる

息子からの肯定
的な言葉

休みもしないで
真面目に勤めて
くれた

ここに来る手続
きなどやってく
れた

息子と娘が帰っ
てときにいろい
ろやってくれる

4男がみんなの
面倒をよくみて
くれる、病気もし

ないで

他の人からごみ
袋作りを教えて
もらった

体が弱いから学
校の送り迎えも

やってもらった
し、主人に掃除洗

濯をやってもら
っていた

大事に育てても
らった

看護婦さんにも
良くしてもらう

先生に世話にな
った

婦長さんによく
してもらった（無

理しなさんなと
声をかけてくれ
る）

姉が家の管理を
している

娘に相談する

計画書を作って
くれる

サポートの提
供

感謝すること

経済的な援助
していること

余計なことを
言わずわきま
えた言動をす
る、それなりに

付き合ってい
く、諦める

努力して迷惑
をかけないよ
うにする

迷惑がかから
ないように洗
濯も自分です
る

感謝の気持ち

不満は言わな
い、認めてあげ

る

4男がいい一
生がおくれま
すようにと祈
る

広告でごみ袋
を作ってみん
なに使っても
らう

金銭的なこと
（お年玉、冠婚

葬祭）

主人の法事を
済ませること

孫に数学を教
えていた

家族への感謝
の気持ちを短
歌にする

金銭面を援助
してきたこと

友人に入院し
ていることは
言わない、心配
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V

V【

VII

向かっていったこと、今でも気性が激

しいこと、しかし裏表がないこと

勉強で地理はよかったこと

娘が優等生だったこと

子供を認めてきたこと子供達がちゃ
んと人に迷惑かけないで生活してい
ること

家族と外食に出ること、

お父さん（夫）が残したお金を自分の

ために使うように言ってくれたこと

一日を無事息災に過ごさせてもらう
こと

週の計画書に色を塗ること（几帳面
に）

他の入所者（4人で）と生活すること

歌が好き、教えて下さる、安心して歌

える、人様の前で歌を歌う、本格的な

歌を声楽の先生に教えてもらえる、自

然に勉強ができる

先生との出会い

仕事もし、遊ぴもした、

とにかく今は歌、原語で習って、大変

だったけど大分覚えた

自信がもてた

ここから帰ってもどこかで習ってま
だやりたい

歌うときは酸素をはずすが、もう倒れ

ても良いわと思う、それでも倒れな
い、呼吸にいい、まあ倒れても先生が

いるから安心

恋もしている、

いいと思うことは積極的にすること、

みんなも何かしたらいいと思う、おし

きせでなく自分に合うものを・・

他の入所者と話をすること、みんな初

めて聞くような話を先頭切ってする

年をとってからもおしゃれはいい、マ

ニキュアは手が感じがいい、お化粧す

るのが楽しみ、純毛で質の良いかつら

でセット、たまにはシャンブーしてウ

ェープをだしてもらう

2時からのいろいろなレクレーショ
ン

おやっが楽しみ

部屋からトイレが近いプザーを押せ
ば来てくれる

買い物に行き洋服などを買う

本を読むのが楽しい、自叙伝を読んで

どういう風に感じられたのかを知る、

新聞を読むのが楽しみ

娘達が持ってくるのが楽しみ

折り紙をするのが楽しい、文化祭に出

品した、クリスマス会は楽しかったで
すよ

孫が着てくれて、婚約者もつれてきて

くれた

こと、原爆にあったこ
と、疎開先で親切にされ

なかったこと、

帰ってからも大変だっ
たこと

夫の死

トイレを汚す人がいる

知らないうちに年をと
っていた

痴呆の人ばかりのとこ
ろで自分には場違いな
ところと思った

若い頃に帰りたい

失敗したなあというこ
ともある

忘れることがいい

HOTがあるために時間
が限定される、

酸素をしないで動いた

らそのときはどうもな
くても後が苦しくなる

頼れるのは今は先生

女房は体が丈夫じゃな
いし、息子は当てになら

ん

自由に外に出れないの
が残念、家族がいたら出

れるが、滅多に来ない

足が悪くて立って歩け
ない、かかとに褥創がで

きた

主人の死、主人に何か作

ってお膳で運ぶ夢を見
る

病院を変る時、ここ変る

のは嫌

男の人にオシメしても
らうこと

車椅子をこぐのが難し
い

正月に家に帰るとトイ
レが難しい夜はオムツ
替えてもらう、寝返りが

安全にうてない、糖尿が

あるから食事に気をつ

けてインシュリンが必
要、血糖を計らないとい

けない

主人がだんだん弱って
くるのを見るのがかな
しい、主人の健康が心
配、姿を見るのがかなし

い

自分が不自由になって
いくことが悲しい

声も出なくなって、顔の

表情もでなくなった、筋

先生、職
員、妻、

息子

娘、嫁、

息子、先

生、スタ

ツフ、同

室者

主人、娘

孫、先
生、スタ

ツフ、同

窓生

教えてもらう、苦

しくないかどう
か観察していて
もらえる

先生が引っ張り
出してくれた

頼れるのは今は
先生

嫁さんが洗濯物
を取りに着てく
れたり、お使いを

頼んだり

したってくれる

娘に買い物に連
れて行ってもら
う、

オムツを替えて
もらう

着替えさせても
らう

食べ物の心配は
しなくていい

トイレに連れて
行ってもらう

つらいときには
聞いてくれる

ナースコーノレを

しなさいと言っ
てくれる、だから

安心して眠れる

折り紙を教えて
もらった

主人に支えても

するから

年賀状がきた
人には出して、

来ない人には
電話をする

お嫁さんへ配
慮して、みんな

に外食をさせ
てあげること

共同生活で失
礼なことは注
意してあげる

字を書いてあ
げる

人様が良かっ
たという気持
ちをもってけ
れたらいい

家族が生活で
きている

娘への配慮

経済面の援助

夕食後に主人
に電話する

無理を言わな
いようにして
いる
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、皿

IX

主人と　分の両　をみんな最後まで
お世話した、やるだけのことはやって

きた

夕食の後主人に電話するのが約束で、

電話をすると主人が安心する

孫達が成長していくのを見るのが楽

しみひ孫が4月に二人になる

やさしい女の子3人でよかったと主
人も言ってくれる、子供も立派に生き

ていますよ、娘が呼んでくれている、

言ってくれるだけでもうれしい

まだ調子のいいときのほうが長いか
ら我慢できる

女学校の同窓会があって写真を送っ

てきてくれた、ときどき手紙をくれる

家を直してもらっている

お参りが楽しみ、20年間お参りを続
けた

女学校をでた、兄弟みんな卒業した、

お茶とかお花を習った

重役さんから事務所でお勤めをして
くださいといわれた、休まず70年お
勤めしてきた

杖一本でどこへでも老人会などの旅
行に行った、

主人は上のほうの人で、物のない頃に

もいい生活をして家族に送金もして
いた、いろいろ買い物をした

いろいろなことを教えていただいて
いる、友達も沢山いる

4人の子供が学校を卒業しないうち

に主人がなくなっても子供を育てて
きた、子供が大学でて就職した、孫も

生まれて学校でて就職した、子供も家

を建てた

クリスマス会にみんなを来させても
らった、ここは楽しい

週の計画表に色を塗る、手伝いという

ほどでもない

4時になったら起きて、自分で着替え

る、一日一日が過ぎればそれでいい

旅行に行くことが楽しみだった、おい

しいものを食べること

若い人にかわいがられることが一番
の希望

かわいがられないと損

厳しい姑さんに対して辛抱してきた
こと、どうにかやってこれた、今ごろ

とは違う

洋裁や和裁、お茶お花を習っていない

と恥だった時代、ミシンなどで何でも

縫った

スポーツが好きだった、45歳まで選
手をしていた、いつも一位だった、出

てくれと頼まれた、おてんばだった、

今でも気持ちは消えない、頑張ろうと
思う

頑張り屋だということでモデルにな
って他国に紹介された

起きたら足をさすって動かすように
気持ちを捨てないようにしている

同室者と仲良く穏やかに過ごしたい
と思っている

肉がひきつる、変形もし

ていく

自分が死んだらがっか
りするだろう、主人を看

取ってからと思うが出
来ないだろうから残念

この一週間体がこわば
る、こわばる範囲が広が

ってきた、布団一枚が石

のように感じる

兄弟だいないことが寂
しかった

娘にやかましく言って
いて、今考えると悪いこ

としたなと思う

急に病気して

自分は何もできない、役

にはたたない

主人の死

言葉もわからない

足が悪くなって旅行に
行けなくなった

若い者が病気になって
先に亡くなったらどう
すればいいのだろう

厳しい姑さんを抱えて
きたこと

主人の死

今ごろは年寄りが小さ
くなってないといけな
い時代

面倒をみるという娘と
息子のどちらを断るか
困っている

面倒がられるとつらい、

乱暴にされるとつらい
だろうと思う

子供、

孫、先
生、スタ

ツフ、老

人会

お嫁さ
ん、息
子、娘、

同室者、

スタッ
フ

らっている、

本や新聞をを持
ってきてもらう

やさしい言葉が
一番いい

友人に手紙をも
らう、がんばれ頑

張れと書いてあ
る

娘達にやっても
らう

ここでいろいろ
なことを教えて
もらう

娘が掃除をしに
きてくれる

主人が支えてく
れた

部屋の人や事務
所の人（スタッ
フ）によくしても

らう

何でもやっても
らう

感謝の気持ち

子供を育てて
きた

お参りしてき
た

看護婦さんへ
の配慮

息子よりもお
嫁さんに（お
金）をあげる、

息子と仲良く
していたらお
嫁さんがいい
感じはしない
だろう

人のためにな
ることは少し
でもやりたい
と思う

感謝の気持ち
昔とは違う、

苦い顔ばかり
してはいられ
ない
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