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わが国の社会保障制度は高齢化とともに急速に転換

している｡ 筆者は, 高齢者施設が普及されていなかっ

た時代に生きてきた高齢者が, 施設で老いを生きる自

分をどのように意識し今を生きているのかについて,

都市部にある介護老人保健施設に入所している高齢者

(以下, 施設入所高齢者とする) の自己意識をすでに

明らかにしている１)｡ しかし, 意識のあり様が文化に

根ざしていることを勘案すると, 老いることや身体障

害をもつことについての意識も同様に地域性による相

違があるのではないかと考えた｡ 田中が, ｢文化と自

己との関連を取り上げた論文や著書が顕著に散見され

るようになったが, 我が国の文化的背景に即した研究

はまだ少ない｡ 自己のあり方は, その人たちが属する

文化的背景と決して無関係なものではあり得ない｡ 自

己の研究に関しても, 我々の身近なところに眼を向け

る必要がある｣２) と論じているように, 身体障害をも

つ高齢者の自己意識についても, それぞれの文化的背

景に基づく特徴を踏まえ, 日本国内の農村部や都市部

といった地域性に視点を置く必要がある｡ 農村部の高

齢者に対する調査のうち, 大西ら３) は農村部の地域高

齢住民が楽しみを感じる余暇活動の内容について, 長

谷川ら４) は農村部と大都市近郊地域に在住する高齢者

の生きがいの地域差とその関連要因について明らかに

している｡ しかし, 農村部の施設で生活する高齢者が,
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本研究の目的は, 農村部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識を見出すことである｡ デー

タ収集は, 半構成的面接法により農村部の介護老人保健施設に入所している高齢者11名に個
別面接を行い, 都市部の施設入所高齢者の自己意識のあり様と比較し分析した｡ その結果, 農
村部に特徴的な老いの意識として,【｢土地｣ が自分の生きてきた証】【老いては子に従え】【生き
ていける前向きな力】が見出された｡ 農村部の施設入所高齢者は, 土着の場と身近な人との
関係性を通して自己意識をいだき, ｢土地｣ が自己を支えていると意識していた｡ その一方,子
に従うことにより, 自己主張を控えながら老いを生きていた｡ この結果から, 地域性による施
設入所高齢者の老いの意識の特徴を踏まえた援助の必要性が示唆された｡����
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身体障害をもつことや老いることについてどのような

自己意識をいだいているのかを調査した研究は見あた

らない｡ 農村部において調査を行う意義は, 身体障害

をもつ高齢者一人ひとりの自己実現を目指し, 老いを

豊かに生きるための看護実践に還元することができる

点にある｡ そこで, 本研究では, 家族農業経営を主産

業とし, 人口の転入・転出数が少ないといった特徴を

もつ農村部の施設入所高齢者がいだく老いの意識の特

徴を明らかにする｡

本研究は, 身体障害をもつ農村部の施設入所高齢者

の自己意識を明らかにし, 地域性を検討しながら農村

部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識のあり様を

記述することを目的とする｡

１. 自己意識

人がいだく意識は, その人の過去の経験の積み重ね

に裏付けられたものである｡ そこで自己意識とは, 過

去の自分自身についての意識や記憶, 感情や価値づけ

等の経験によって支えられ, 今, 自分が意識している

もの, あるいは自分自身について意識しているものと

する｡

２. 身体障害

身体障害とは, 疾病や廃用症候群などによって身体

機能が低下し, 何らかの行動を遂行するときにその活

動が阻害され, 生活や様々な人生場面に参加すること

が困難な状態とする｡

�������
調査対象地域は家族農業経営者が多く, 平成17年度

国勢調査において高齢者主世帯割合が22.2％, このう

ち高齢者単身世帯が9.8％, 社会増加率は－0.27％と減

少している四国地方の農村部である｡

農村部の介護老人保健施設２か所で, 老年期に入り

身体障害をもつようになった65歳以上の高齢者で, 会

話が可能な人を研究参加者の条件とした｡ これらの条

件に適合する人を看護管理者から紹介を受け, 研究者

が研究趣旨を文書と口頭で説明し, 研究参加への同意

を得た｡ 研究参加者は女性７名, 男性４名の11名 (平

均年齢84.3±6.1歳) であった (表１)｡���������������
データ収集は都市部での調査と同様に半構成的面接

法により行い, 老いることや身体障害をもつこと, 働

くことについて今どのように思っているか, また若い

頃にどのように思っていたのかなどの質問項目を設定

した｡ 面接は, 語り手の語りたい内容を汲み取り, 思

いに沿いながら進めた｡ また, 参加者に同意を得て面

接内容を録音し, 面接中の語り手の様子等をフィール

ドノートに記録した｡ 面接中, 語られる内容をより深

く理解しながら面接を進めるため, 研究参加者のライ

フイベントを時系列に沿って整理した５)｡ 面接時間と

回数は一回約30～60分, 一人につき２～３回であり,

研究者と語り手がこれ以上語る内容がないことを確認

し終了した｡ データ収集期間は, 平成17年10月から平

成18年４月までであった｡������
本研究では, 農村部の施設入所高齢者の老いの意識

の特徴を, 先行調査１) における都市部の施設入所高齢

者と比較することで見出すため, データ分析は, 都市
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���������

����

表１ 研究参加者の概要��� �� �� ���� ��������� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ������� ��� �� ���� �� ��������������� ��� �� ���� �� �������� ��� �� ���� �� ����������� ��� �� ���� �� ������� ��� �� ���� �� ������� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� �



農村部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識

部における調査と同様の方法を採択した｡ まず, 面接

内容を逐語化した後, 比較分析法６)７) を参考に一人ひ

とりの研究参加者毎に, 老いることや身体障害をもつ

ことについて, 語りの裏にある意味を読み解きながら,

施設入所高齢者の意識が表れている部分を抽出した｡

次に, 抽出された語りの内容を研究参加者間で比較し,

共通性や相違性を検討しながらカテゴリー化した｡ こ

れを農村部の施設入所高齢者の自己意識とした｡ 今回

はさらに, この結果を都市部の施設入所高齢者の自己

意識のあり様と比較し, 農村部の施設入所高齢者の自

己意識との共通性と相違性を検討した｡ このうち, 相

違が見られた自己意識を農村部における施設入所高齢

者の老いの意識の特徴とし, 農村部の施設入所高齢者

の語りに基づいてその説明を記述した｡ なお, 抽出さ

れたカテゴリーは農村部の施設入所高齢者の老いの意

識の構成概念とし, サブカテゴリーは下位概念とした｡���������
研究参加者が語った内容と聞き手が解釈したことを

次の面接の始めに確認し, 研究参加者から訂正や補足

を受けることによってデータの信頼性を確保した｡ ま

た, 質的研究の専門家による助言により分析の妥当性

を高めた｡�������
本研究は, 愛媛県立医療技術大学倫理委員会の承認

を得た研究計画書に基づいて行い, 依頼時に研究の趣

旨, 研究参加の自由意思, 途中辞退の自由, プライバ

シーの保護, 研究結果の公表と匿名性の遵守について

文書と口頭で説明し, 同意が得られた人を研究参加者

とした｡

農村部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識は,

【｢土地｣ が自分の生きてきた証】【老いては子に従

え】【生きていける前向きな力】であった｡ 以下, こ

れらの説明を記述する｡ なお, 文中の【 】は老いの

意識の構成概念を, 『 』 は下位概念を示している｡

また, ｢ ｣ は施設入所高齢者の代表的な語りを示し,

( ) に方言の説明や語彙を補足している｡ アルファ

ベットは研究参加者を表記している｡����������������
農村部の施設入所高齢者は長年の人生体験のなかで

自分や親が生活を支えてきた農業を通して, 肉体労働

ができる健康な身体に価値をおく意識をもちながら老

いる自分を意識してきた｡ また, 先祖から受け継ぎ,

自分が得てきた ｢土地｣ が自分自身の象徴として意識

されていた｡ これは, 『老いの理想と自覚』 『｢土地｣

は自分の分身』 『施設でも自分らしくいられる』 で構

成された｡

『老いの理想と自覚』 は, 農村部の施設入所高齢者

が身体障害をもつまでに, 労働に喜びを感じるととも

に, 生計を立てるために自分が働くことが当たり前と

意識してきた一方, 老いていく自分を意識するもので

あった｡ Dさんは, ｢��� (嫁) ����������������������������������������������������������������������������������������������� (しないと) �����������������������｣ と, 働くこと

は生計を立て生きるための義務として受けとめていた｡

また, ｢����������������������������������������������������������������������( I)｣

と, 老いることにより, 過酷な労働から解放され, 気

楽な生活ができると意識してきた｡

また, ｢�������������������������������������(C)｣ や, ｢�����������������������������������������������������������������������(H)｣
と, 老いを自覚していた｡ 農村部の施設入所高齢者は,

体力の限界や病気によって歩けなくなったことがきっ

かけとなり, 田畑で働けなくなったとき, 老いて弱る

自分を意識するようになっていた｡ 一方, ｢���������������������������������� (そのときは) �����������
(少しぐらいなら) ���������������������������������(D)｣ と, 農業

からの引退は, 自分の意思ではなく ｢見苦しい｣ とい

う家族がもつ負の評価によるものであった｡ それを今

では負の価値づけを自己に内面化し受け容れるように

なっていた｡

『｢土地｣ は自分の分身』 は, 自分の家や田畑がある

｢土地｣ から離れることの ｢������������ (C)｣ と言うほど, ｢土地｣ と身体が自己と一体化

して意識するものであった｡ この自己意識を特徴的に

語ったCさんは, ｢���������������������������������������������������������｣ と肉体労働へ
の喜びを語り, 自分の ｢土地｣ を広げたことを ｢����������������｣ と労働の成果である
｢土地｣ を得た自分を高く評価していた｡ さらに, 自

��
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分が築き上げた ｢土地｣ は ｢����������������������｣ と, ｢土地｣ を自分とは切り離

せない分身のように意識していた｡

『施設でも自分らしくいられる』 は, 自分の家を離

れた施設での生活が本来の希望の場所ではなくても,

仲間とともに安寧な生活が送れていると意識するもの

であった｡ 農村部の施設入所高齢者は, ｢���������������������������������������������� (施設を) �����������(C)｣ と施設生活に窮屈さを感じ
ず, ｢�������������������( J)｣,

｢������������������������
(D)｣ と施設内で仲間がいることを意識していた｡ 一

方, ｢������������������������������������������������������������������������( I)｣ と , 他人のことを気にかけながら生活し

ているわけではなく, 自分なりの生活を送ることを信

条として , 自分は自分らしく生きていると意識して

いた｡����������
農村部の施設入所高齢者は, 自身の親や子ども, 夫

婦, 嫁との支え支えられる関係のなかで今の自分を意

識していた｡ これは, 『頼れる伴侶がいない今』 『子ど

もと嫁に期待する』 で構成された｡

『頼れる伴侶がいない今』 は, 配偶者を亡くし, これ

まで支え合ってきた夫婦関係の破綻から, 自分だけで

は現実に訪れる数々の困難を乗り越えられず, 自己の

不安定さを意識するものであった｡ Bさんは, ｢���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������｣ と語り, 長年支え合ってきた配偶者と

の死別により, 自己の不安定さを感じていた｡ Cさん

も, ｢����� (施設に入所したこと) ����������������� (夫のこと) ��������������������� (亡くなって) �����������������｣ と, 些細な心配事や

生活上の困り事を夫を軸に二人で解決してきた対処方

法がとれない今, どのように危機を乗り越えていくか

に戸惑いを感じていた｡

『子どもと嫁に期待する』 は, 家族農業経営者の多

い農村部の同居形態を反映し, 迷惑をかけると思って

いても子どもや嫁が自分を支えてくれるとともに自分

の世話を期待するという意識であった｡ 夫を亡くし,

頼る人がないと語っていたCさんは, ｢��� (内輪)������������������������������������ (居るのが) ����������(C)｣ と , 語り合える家族との良好な関係を

意識していた｡ また, ｢�������������������������������������( J)｣

と, 自分の意思で生活できるように子どもが支えてく

れていると意識していた｡ その一方, ｢����������������( J)｣ と , 自分の意見を主張せ

ず子どもの意見を聞き入れることが, 生きる指針とし

て意識されていた｡ 他方, ｢������������������������� (施設に) �����������������(オムツを) ���������������������������� (C)｣
や, ｢�������������������������������������������������(E)｣ と , 嫁が自分の介護の犠牲になってい

ると思う反面, 嫁がいなければ生きていけないことを

承知しているため, 嫁を頼りにすることで自己を支え

ていた｡�������������
農村部の施設入所高齢者は, 若く健康な頃にもって

いた楽しみや自信がもてない今の自分を意識する一方,

それでも今まで生きてきた自分にできないことはない

という前向きに生きる力をもっていた｡ また, 先祖や

次世代とのつながりを意識するなかで自分の人生の終

焉を見据え, 自分らしく生きようとしていた｡ これは,

『生きてきた自分の力で乗り越えられる』 『生きる力が

湧いてくる』 『いのちの輪廻』 で構成された｡

『生きてきた自分の力で乗り越えられる』 は, 力の

限り働いてきた今までの自分を自分が認めたうえで,

今の自分が困難に立ち向かい乗り越えられる力がある

と意識するものであった｡ これを特徴的に語った Iさ

んは, ｢(家事をしていた) ����������������������������������������(今の状況を) �������������
(ない)���������������������������������｣ と, 身体が動かない今を

悔しがるのではなく, 主婦としての役割であった家事

や育児体験を振り返り, 自分で自分を認めながら今を

生きていた｡ また, ｢�������������������������������������������������������������������｣ と社会的な時代の流れに沿って物事の価値観
を変え, ｢��������������������

��



農村部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識���������������������������������������������������������������������������������������｣ と, 自分が生きてき

た時代とは違う今の性別役割を受け容れ, 今を前向き

に生きる姿勢をもっていた｡

『生きる力が湧いてくる』 は, 生活のなかに楽しみ

があることや, 自分ができるようになったことを他者

から承認されることが, 今の自分が生きていく支えと

なっていると意識するものであった｡ Cさんは, ｢�������������������� (いけないか

ら)�����������������������������������������������������������������������
(C)｣ と, 外出することや家に帰ることを生きる支え

にしていた｡ 多くの施設入所高齢者が, 作業療法やか

つての趣味 (E, J, I), 食事 (C) など, 自分が楽しみ

にしていることについての話題は力強く笑顔で語った｡

さらに, ｢������������������������������������ (笑顔)����������������������������������( J)｣ と , 自分の頑張りによりできるよう

になった身体機能を維持していけることを目標にして

前向きに生きていた｡ 一方, 面接を通じ, 高齢者自身

が語ることが, 生きることに対する負の意識を変容さ

せていた｡ Hさんは最初の面接で, ｢������������������������ (ならないから)｡｣

と, 身体が自由に動かない苦しみだけでなく, その苦

しみから抜け出すために死ぬことすら自分ではできな

い辛さを, 苦笑を交えて語り続けた｡ しかし, 話の方

向を残りの人生をどう生きるかについて転換すると,

｢���������������� (戻れないから)｡｣
という語りに変わっていった｡ また, 肉体労働に従事

してきたHさんは, 身体を動かしたいという希望をも

ち, ｢������������������������������������������������｣ と, 思い通りに動かない身体を案じながらも, 何

かをしようという意欲をもつようになっていた｡

『いのちの輪廻』 は, 親の跡を継ぎ, 子に譲る世代継

承のなかで, 自分の生の最期のときを見据え, すでに

亡くなっている親の元へ自分が還っていくことを, 代々

つながっていくいのちを意識するものであった｡ 農村

部の施設入所高齢者は, これからの生き方について,

｢������ (なるようになるよ)����������������������������(D)｣ と
成り行きに任せ, ｢����������������

��������������������������������������������������( J)｣

と, 70歳のときの自分と比較すると90歳の今の自分は,

将来への意欲よりも諦めのほうが強いと語りながら,

今の自分にとって無理のない生き方を選択していた｡

Aさんは実母の最期のとき, ｢������������� (医師が) ����� (心肺蘇生を) �������������������������｣ と, 医療

処置によって無理に長生きするのではなく自然のまま

の死を望んでいた｡ また, Eさんは, ｢��������������������������������������������������｣ と, 幼い頃見

た両親や祖父母の死後, 現世から来世へ送るしきたり

が今でも記憶として印象に強く残っており, ｢�������������������(感極まり, 涙する)������ (がしたいと) ��������������������｣ と涙ながらに語った｡ 生まれて
きた母胎に還りたいといういのちのつながりは, 世代

を超えて巡る自然なことであると受けとめ, 家, 血縁,

土地を通して支えられている今を意識していた｡ 農村

部の施設入所高齢者は, 老いやこれからおとずれる死

を思い, 自然に逆らわない生き方を選択し, 今を生き

ていた｡

農村部の施設入所高齢者は, 代々家族で暮らしてき

た【｢土地｣ が自分の生きてきた証】という意識によっ

て自己を支えていた｡ また,【老いては子に従え】と

いう意識は, 自らの老いを生き抜くための叡智であっ

た｡ さらに, 自分のこれまでの力と土着の人と場の関

係性に支えられ,【生きていける前向きな力】を意識

していた (図１)｡ このような農村部の施設入所高齢

者の老いの意識には , 自己を安定させるものとして

｢土地｣ の存在がある｡ 長谷川８) によると, 人間に対

する土地は, 生活資料を提供してくれる場, 人間の行

動範囲, 生活空間, 領域としての国土を意味している｡

代々の家族農業経営を主な特徴とする農村という地域

性からすると, こうした ｢土地｣ のもつ意味が老いの

意識に付与されていると考えられる｡ 一方, 農村部の

施設入所高齢者は, 土着の場や人との関係性を通して

自己を意識していると考えられる｡ そこで本項では,

｢土地｣ のもつ意味に注目し, 土着の場と人との関係

性を通していだく老いの意識と, 肉体労働に従事して

きた農村部の施設入所高齢者が身体を通していだく老

いの意識について論じる｡
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農村部の施設入所高齢者にとって ｢土地｣ は, 家や

田畑だけではなく, 生活を共にしてきた人との関係を

含んでいる｡ 山本９) によると, 日本農村は生産や生活

および農民意識に至るまで一つの統合体として考えら

れ, 部落の和を保つことが重要であった｡ ｢土地｣ を

もち広げることで自己成長し, 同時に ｢土地｣ に自己

一体感をもってきた農村部の施設入所高齢者は, 施設

に入所し家から離れることによって不安定な自己をか

かえていた｡ しかし, 農村部の施設入所高齢者には,

施設という場に, 身体障害をもつまでの間, 馴染みの

ある身近な人の存在, 部落の和があった｡ 農村部の施

設入所高齢者は, 自己一体感をもつ ｢土地｣ から離れ

ることによって揺らぐ不安定な自己を, 『施設でも自

分らしく生きられる』 という意識により支えている｡

農家の人がもつ農地観には, 伝統的な家産, 生活手段

や経営手段, 生活保障としての意味づけがある10)｡ 農

村部の施設入所高齢者にとって ｢土地｣ は自分の子ど

もと同様の意味づけで意識されており, 自分とは切り

離せない同一性のものとして受けとめられている｡ そ

のため, 代々家族経営を行っている農村部の施設入所

高齢者は, 家族内だけでなく近所の農家が相互に支え

合ってきた土着のつながりがあるため, 人との繋がり

を感じることができ, それにより前向きな自己意識を

もつことができると考えられる｡ このことは, 施設の

なかに自分の仲間がいないことや施設を転々とするこ

とから不安定な自己をかかえ, それを支えるために昔

の高齢者への処遇や施設内にいる他の高齢者と比較し,

自分を優位におくことによって自己を安定させようと

していた都市部の施設入所高齢者の意識のあり様との

相違である｡

また, 都市部の施設入所高齢者は, これまでの人生

で最も達成感を得てきた仕事等の体験をいきいきと語

る一方, 若い頃の自分と比べると何もできなくなって

いる今の自分を負に意識していた｡ 農村部では, 施設

入所高齢者は, 自分が今まで生きてきたようにこれか

らの人生を生きていこうとする【生きていける前向き

な力】を意識していた｡ さらに農村部の施設入所高齢

者は, 夫として妻として親としての家族内役割を果た

し, 農地の世代継承という仕事を勤め上げたことへの

自己承認が, 今を生きる支えとなりこれからを生きる

力となっていた｡ 農村部の施設入所高齢者がこのよう

に意識するのは,【老いては子に従え】のように, 農村

部における伝統的家意識のなかで, 子どもへの農地継

承とともに自分が表に出ることのない態度をとること

が老いを生きる姿勢として当然であると意識している

ためと考えられる｡

一方, こうした意識のあり様は, 都市部と農村部で

の高齢者の意志決定の仕方の違いを表している｡ 意志

を自己決定するかしないかは, 老いの意識や生きる姿

勢に関係する｡ つまり, 子どもに期待していた都市部

の施設入所高齢者は, 自分の思い通りにならないこと

が分かると, 高齢者が自分から子どもに期待すること

に見切りをつけ, 一人で老いを生きようと決意してい

た｡ それに対し農村部の高齢者は, 一人で老いを生き

ることを選択しないため, 自分を気遣ってくれる子ど

もと嫁に感謝しながら, 自分が出過ぎず, できる限り

本音を言うことなく老いを生きていた｡ このように老

いを生きることによって, 農村部の高齢者は円満に老

��
図１ 農村部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識
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いを生き, 人生の最期を迎えることができると意識し

ているのではないかと考えられる｡����������������������������
都市部の施設入所高齢者は, 若くて健康な頃の農業

や戦争体験を通して, 健康な身体でいることに高い価

値をおき, 仕事をしていた若い頃の自分と比べ, 老い

て身体障害をもつ今の自分を負にラベリングする傾向

がある11)｡ 今回の農村部の調査において, 施設入所以

前に田畑で働いていた高齢者は, 当時はまだ働けると

思っていたが, 家族に ｢見苦しい｣ と言われ, それか

ら田畑に出なくなっていた｡ 当時を振り返り, 今は言

うことを聞いておいて良かったと思っていた｡ 都市部

での調査と同様に農村部でも, 農業による肉体労働を

通して, 自立した健康な身体に過去に高い価値を置い

てきた施設入所高齢者は今の自分が弱いと意識し, 身

体障害に対する過去の負の価値を今の自分にラベリン

グしていた｡ しかし農村部の施設入所高齢者は, 自分

の体験を通して若い頃から内面化してきた負の価値づ

けだけではなく, 老いて身体障害をもった今, 家族か

ら身体障害に対する負のラベルを貼られていた｡ これ

は農村部と都市部における老いの意識のあり様の違い

である｡ 南雲12) によると, 自己には身体を通して他者

に言葉ではない意味を伝えることができる相互了解性

があり, そこには他者による意味づけもある｡ そのう

え, 障害をもった人たちは, 障害の排除という社会の

態度によって自己そのものを変化させると言う｡ 農村

部で身体障害をもつ高齢者が田畑に出るということは

負の意味づけをもち, 身体障害をもつことに対するこ

の社会的な否定的意味を子どもの言葉を通して高齢者

の自己に負に内面化していったと考えられる｡

一方, 農村部の施設入所高齢者は, 社会的な時代の

流れに沿って, 自分が生きてきた時代の文化や価値観

を ｢私の考えはもう古い｣ と意識していた｡ 阿保13) に

よると, 自己と切っても切れない関係にある身体は,

時間と共に変容し, 社会のあり様に従っていくと言う｡

農村部の施設入所高齢者は身体障害をもちながら施設

で老いを生きることに些かの不安定さがあっても, 以

前からの自分の考え方に固執することなく, 新しい考

え方を取り入れながら若者文化のなかで自らの老いを

生きていた｡ 都市部の施設入所高齢者は, 身体障害を

もつ今の自分に家族内役割がなく, 家族と離れ施設で

生活していることから, 居場所が見いだせず生きる意

味がないと意識するようになっていた｡ しかし, 農村

部の施設入所高齢者のなかには, 施設で老いを生きて

いる現状を悲観的に捉えていない人もいる｡ 今は生活

する場が離れていても, 身体障害をもつまでに自分の

身体を通して家族との十分な思い出があり, 身体障害

をもつ以前に家族内役割を果たしてきたことを高齢者

自身の中に意識づけられていることが, 時代変容のな

かで高齢者のもつ価値観を発展させていくことができ

るのではないか｡ そして, それが老いを豊かに生きる

ための方法の一つと考えることができる｡����������
農村部の施設入所高齢者は, 馴染みの人と場といっ

た ｢土地｣ を通して, 家族や土着の人との強い繋がり

を意識し, さらに身体障害をもつまでの役割を達成し

てきた頑張りを自己承認することによって, 前向きに

老いを生きていた｡ 多くの施設入所高齢者は慢性疾患

をもっており, 今後身体機能が低下していくことが予

測されるなか, このような老いの意識をもつことは,

身体障害をもつ施設入所高齢者にとって老いを前向き

に生きるための力強い支えとなることが期待できる｡

そこで, 農村部の施設入所高齢者の自己承認が老いを

前向きに生きる支援につながることを踏まえ, ケア提

供者は農村部の施設入所高齢者の健康的側面から今で

きることを判断し, それを承認し, 実践していく必要

がある｡ こうした実践が施設入所高齢者の老いを生き

る力になっていくと考える｡

また, 高齢者は家族との関係性において, 子どもと

嫁に感謝する一方, 自分が出過ぎず, できる限り自己

主張を控える傾向がある｡ このような姿勢を保つこと

で農村部の施設入所高齢者が築いてきた家族関係をケ

ア提供者が傷つけないように気遣う必要がある｡ さら

に, 施設入所高齢者の意志を本人の口から明瞭な言葉

で言語化することを求めるのではなく, ケア提供者が

察することが大切である｡ ケア提供者はこうしたコミュ

ニケーション技術を使って, 農村部の施設入所高齢者

の本音を引き出しケア提供していくことが求められる｡

ケア提供者はこのような農村部の施設入所高齢者に

特徴的な自己意識のあり様を踏まえたうえで高齢者を

理解し, ケア提供していく必要がある｡

農村部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識は,

【｢土地｣ が自分の生きてきた証】【老いては子に従

え】【生きていける前向きな力】であった｡ 都市部の

施設入所高齢者がいだく自己意識と比較すると, 農村

部の施設入所高齢者に特徴的な老いの意識は, 家族や

土着の人との強い繋がりや自己承認によって前向きに

老いを生きる意識をもつ傾向があること, 子どもと嫁
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に感謝する一方, 自分が出過ぎず, できる限り本音を

言うことなく老いを生きていること, 老いて身体障害

をもった今, 家族から身体障害に対する負のラベルを

貼られること, 身体障害をもつことに対する価値観を

時代変容に伴い発展させ自分の居場所を見出している

ことであった｡

また, 高齢者の自己意識のあり様が, 場や, 家族や

身近な人との関係性に影響されることを踏まえると,

今後, 在宅や他施設など多様な生活の場で老いを生き

る高齢者を対象に調査していくことが課題である｡

本研究への参加を快諾し, 様々な胸の内を語ってく

ださいました参加者の皆様に感謝いたします｡
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