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はしがき

この報告書は,平成 13年度から平成 15年度までの 3年間,文部科学省科学研究費

補助金 (基盤研究(C)(2))の交付を受けて実施 した研究 (課題番号 13672464:沖縄の

離島における介護をめぐる親族ネ ットワークの機能 と課題)の成果をまとめたもので

ある｡

沖縄県には離島が多く､特に人 口千人未満の小離島では過疎 ･高齢化が進み医療福

祉基盤は脆弱で高齢者介護の課題は逼迫 しているものの､離島高齢者-の介護支援に

関する研究は少ない｡私たちは ｢沖縄の長寿と地域介護力 (ユイマール)に関する研究｣

を進める中で､長寿村の大宜味村では要介護高齢者家族の支援体制は弱いが地域介護

力は高く高齢者の在宅生活が維持 されていることや､本島内の町村に比較 し離島では

家族･地域の介護力が弱く要介護高齢者が島外移動 していることを明らかにした｡そし

て､これ ら離島の介護支援に関わる親族ネ ットワークの機能を分析 したいと考えてき

た｡

そこで今回､離島における介護をめぐる親族ネットワークの機能と課題について検

討することを目的に､沖縄本島周辺の 5離島において要介護高齢者の生活史や親族の

介護支援状況等の聞き取 り調査を行った｡本研究結果を概観すると､介護をめぐる親

族ネットワーク機能は高齢者 と親族や地域 との人間関係､子供がUターンできる地場

産業の発展､高齢者 自身の積極的な地域-の関わ り等の要因が関連 していた｡また､

各離島比較から親族支援が豊かな島では行政による福祉基盤が整い､介護サービスも

充実 していることがわかった｡ さらに､火葬場のない島における埋葬や洗骨の伝統的

葬法の実際や住民の意識調査等により､埋葬･洗骨から逃れたい住民の関心が高齢者を

終末期以前に島外移動させ､入院､入所､死亡､火葬の一連のパターンを辿 らせてい

ることが推測された｡これ らから､親族支援が乏 しく福祉基盤整備が弱い島に対する

地域専門職による地域づくりや施策化-の支援強化が課題であると示唆された｡

本研究は､介護に関わる親族ネ ットワーク機能の把握 とともに要介護高齢者の介護

経過やそれを取 り巻 く介護環境 との関連を分析 してお り､離島のみならず今後の高齢

社会が対応すべき地域ケアシステム構築に寄与できれば幸いである｡

本研究を実施するに当た りご協力頂きました関係地域の皆様に深 く感謝致 します｡

平成 16年 3月

研究代表者 琉球大学医学部講師 古謝 安子
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ABSTRACT OF RESEAFO-i PROJECT. GRANT-IN-AID FOR SCIENTIFIC RESEAFO-i (2003)

Function of the Family Networks and its Problems with
the Elderly Care in the Nearby Islands of Okinawa

Head Investigator: Yasuko Koja

Investigators: Miyoko Uza, Yoshiko Ozasa, Minako Funatsuki

Community Health Nursing, School of Health Sciences,

Faculty of Medicine, University of the Ryukyus

To find function of the family networks and its problems with the elderly

care in small islands, we surveyed on the health care support for the elderly in 5

nearby islands of Okinawa, and analyzed the family networks, and its type and

background in the elderly care, and the terminal care. In this research we had

semi-structured interviews with 72 elderly who needed care and 15 caregivers,

and cast a questionnaire on the funeral practices to 376 inhabitants in 2 islands

with no crematorium, and also surveyed on the hospitalization and its related

events for 91 elderly patients in 4 hospitals in Okinawa, the mainland.

The type of the family networks was classified into 3; the abundant

support from the family, the support from their sons or daughters, and the poor

support from the family. The islands with the abundant support from the family

had enough public services. In the islands where the people were succeeding in a

traditional custom of interment and born washing as no crematorium was

provided, it was suggested that the people took a series of hospitalization, death,

and cremation because they wished to avoid born washing. It showed that the

presence of crematorium or no in the island gave a great effect to the elderly for

their terminal in the island. Notwithstanding the abundant or poor family support,

it was clear that the elderly wished to face their own terminal in the island where

they used to live, with expecting the public care facilities for their terminal care.

The result above showed that the community activation with the nursing

professionals and the support in its administrative actualization seemed to be of

urgent theme to improve the elderly care in the island with low family networks

function and poor services.

KEYWORDS:

(1) Small islands (2) Elderly care (3) Family network

(4) Semi-structured interview (5) Terminal care (6) Funeral practice

(7) Crematorium (8) Okinawa
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Ⅰ 研究の概要

1.はじめに

高齢者の親族ネットワーク研究は､高齢者個々人の家族､親族､近隣､友人･知人と

のつながりを把握する方法である｡離れて暮す高齢者と家族の間には､ネットワーク

構造とサポー ト機能に多様なパターンがあることが報告されている｡近年のネットワ

ーク研究においては､現在の高齢者と親族の関係だけでなく､その関係に至ったプロ

セスの質的な研究が重要視されている｡欧米では､家族 ･親族ネットワークに関する

研究は盛んであり､介護の受け手としてのみではなく､個としての要介護高齢者から

みた親族ネットワーク研究によって､高齢者が望む介護のあり方などの指摘がなされ

ている｡わが国ではこの種の研究は少なく､今後さらに多様化する高齢期の家族関係

へのアプローチのためにも､このような視点からの知見の集積が望まれている｡

本研究代表者らは､平成 10年度から平成 12年度にわたり科学研究費補助金 (基盤

研究(C)(2)課題番号 10672214:沖縄の長寿と地域介護力 (ユイマール)に関する研究)

を受け､沖縄県北部の大宜味村や南部佐敷町､石川市や離島座間味村など5町村にお

いて地域介護力に関する調査研究を行ってきた｡その研究成果として､在宅寝たきり

老人 (寝たきり度 BCランク)の家族の支援体制に問題がみられても､介護力が高い

地域では在宅生活を維持できていること､また離島座間味村では､地域の介護力は弱

く近隣との介護のや り取 りが最も少ないことなどがわかった｡またそこでは､介護保

険制度導入後なお介護サービスは未整備であり､介護度が重くなると高齢者が島外に

移 り住んでいる状況も明らかとなった｡

島峡県沖縄には､高齢者介護の課題が逼迫しながら公的サービスは乏しく､介護が

家族の役割とされている小離島が多くあり､老々介護､遠距離介護などと多様化する

わが国の高齢期家族の研究に新たな知見を得る為にも､離島高齢者の介護をめぐる親

族ネットワーク機能に関する質的調査研究が必要となる｡

研究の R的

本研究では､沖縄本島周辺の小離島を対象に要介護高齢者の生活史や親族との関係､

及びそのプロセスを聞取 り､介護をめぐる親族ネットワークの機能と要因の分析から､

高齢者介護の課題を明らかにし､住み慣れた島で終末期を送ることに関する検討を加

えることを目的とした｡

太研究の特斥け 仇の関連石井究の中での付置づけ

高齢者介護の問題は離島や過疎地のみでなく､都会の呼び寄せ高齢者や転入高齢者､

遠距離介護や老々介護などわが国の高齢社会全体の課題としてクローズアップされて

いる｡要介護高齢者の視点で親族ネットワークの機能を捉え､その要因や高齢者の望

む介護期の過ごし方などを分析されたものは少ない.
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本研究で予想される結果と意義

離島では若年者流出による過疎化や高齢化の進行をくい止めるため､島を活性化

させる振興開発の研究は多数取 り組まれている｡しかし､介護保険導入後なお介護サ

ービス提供体制には市町村間格差が大きく､特に離島では､高齢者の意に反し要介護

期や終末期になって島から押し出されている現状がある.老親の介護をめくる親族の

ネットワーク機能の把握とともに､要介護高齢者の介護経過との関連を分析すること

は､離島のみならず高齢社会全体の対応すべき地域ケアシステム構築に寄与すると思

われる｡

2.研究方法

平成 13年度は､沖縄本島周辺の伊平屋村､粟国村､渡名喜村の住民を対象に､高

齢者介護についての聞取 り調査や地域介護力に関する面接調査を2001年 9月に実施

した｡聞取 り調査の対象は､各村保健師から提供された島内在住の要介護高齢者名簿

に基づき､伊平屋村 59人 (とらず園入所 :20人､在宅 :39人)､粟国村 51人 (特別

養護老人ホームあくに :29人､在宅 :22人)､渡名喜村 13人 (在宅 :13人)の内か

ら､調査協力への了解が得られ調査期間中に面接が出来た伊平屋村 13人 (入所 :5

人､在宅8人)､粟国村 23人 (入所 :12人､在宅 :11人)､渡名喜村 10人を分析対

象とした｡また､地域介護力に関しては40-80歳代の地元住民 (粟国村 :581､渡名

喜村 :342人)のうち､回答の得られた粟国村 87人､渡名喜村 50人を分析対象とし

た｡また､本研究に関連して､座間味村においては平成 12年 9月に調査を実施 し､

要介護高齢者 34人中 19人 (入所 :3人､在宅 :島内 15人 ･島外 1人)と介護者 15

人を分析対象とし､さらに葬法に関する調査を20-80歳代の地元住民 610人に実施

し回答の得られた245人を分析した｡

主な調査内容は次の通りであるC

要介護高齢者や介護者に対する自作の調査表 :高齢者個人の基本項目 (生活歴､家

族構成､子供世代の状況､疾病歴､疾病時の身体状況 ･介護状況､現在の生活状況)､

介護をめぐる親族の取組み (関係性､親密度､物理的距離､支援内容､補充されない

もの､望むこと)､介護をめくる近隣や行政の取組み (関係性､内容､補充されないも

の､望むこと)､終末期に対する考え

地域介護力に関する調査表 (課題番号 10672214作成):基本属性､所属する地域活

動グループ､地域の介護問題にユイマール (助け合い)が機能しているか､家族介護

の経験 (有無､内容､近隣からの世話､近隣への世話)

葬法に関する自作の調査表 :基本属性､埋葬火葬に対する考え､その理由､洗骨経

験の有無､火葬場建設の意向､その時期､自分の死後の葬法の希望

平成 14年度は､沖縄本島中部の勝連町に属する津堅島において2002年8月に同様

の調査を行った｡島の要介護高齢者 33人中面接が出来た 24人と､20-80歳代の住
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民 336人中､葬法に関する調査の回答が得 られた 13]人を分析対象とした｡

平成 15年度は､追加調査の必要がなかったので調査は実施せず､これまで収集 し

た調香データの解析､結果の学会発表､学会誌投稿､報告書の作成を行った｡

3.研究結果

1)離島の介護をめ くる親族ネットワークの機能

離島の高齢者介護をめく･る親族ネットワーク機能を明らかにするため､座間味村の要介

護高齢者及び介護者へ聞取った内容を分析 し以下の知見を得た｡介護をめく､る親族ネット

ワーク機能は､(1)親族･近隣支援型､(2)子供Uターン支援型､(3)直系三世代支援型､(4)

本人積極社交型､(5)親族没交流孤立型､(6)ヘルパー依存型､(7)親移動親族支援型､(8)

施設入所型の8つに分類できた｡それらは､高齢期に至る以前からの家族や地域親族との人

間関係や､介護で子供がUターンできる地場産業の発展､高齢者自身の地域との積極的な

関わり等が重要な要因となっていた｡親族ネットワーク機能は､高齢者や家族の発達課題

の達成や失敗がその後のプロセスに重要な意味を持っており､失敗により親族関係がこじ

れネットワークが機能 しない例があった｡島で生活していた要介護高齢者は､室内歩行が

可能な者であり､親族ネットワーク機能が豊富でも介護度が重くなると施設に移っていた｡

離島において介護をめく･る親族ネットワークの中心は配偶者や子供であり､日常生活支

援や情緒的支援が中心であり身体介護支援は少なかった｡

2)沖縄本島周辺離島の介護をめ (･る親族ネットワーク機能に関する地域比較

高齢者介護をめく､る親族ネットワーク機能について離島間の違いを明らかにする

ため､座間味村､伊平屋村､粟国村､渡名喜村での聞取 り結果を比較分析 した｡対象

4離島村の高齢化率は､離島平均 19.5%に対 し粟国 (35.70/.)は県内 1高 く､座間味

や伊平屋は 22%であった｡また高齢者福祉の基盤整備状況では､伊平屋､粟国におい

ては適所･入所施設が整備されているのに対 し､渡名喜には入所施設はないが適所施設

とヘルパー7人の濃厚な生活支援があった｡一方､座間味には入所･通所施設はな く､

ヘルパー2人による支援のみであ り､離島間の高齢者福祉基盤整備状況には格差がみ

られた｡入所施設やサービスが充実 している伊平屋や粟国では､要介護高齢者の 8割

が島で生活を続け､入所施設がない渡名喜や座間味では 4割から5割は島外に移動 し

ていた｡4離島の親族ネットワーク機能を比較すると､親族支援が豊富な割合は伊平

屋､渡名喜､粟国､座間味の順に高かった｡入所施設やヘルパー支援のサー ビス整備

がされている島は親族支援も豊富にあ り､サービスが未整備な島ほど親族支援が乏 し

くなっていた｡

このように介護をめ く､る親族ネットワーク機能と行政施策は関連 してお り､サービ

スが少なく親族機能も乏しい島では親族を頼みにするのではな く､地域による介護支

援体制や施策化にむけた地域専門職の働きが課題 と考えられた｡
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3)離島住民の高齢者介護に関わる ｢助け合い｣意識の地域比較

離島における高齢者介護に関わる住民意識について検討するために､座間味村と渡

名書村､粟国村での質問紙調査結果の比較分析を行った｡その結果､1)高齢者介護

に関し ｢助け合い｣で出来そうなことは､｢声かけ｣｢庭掃除｣｢買い物｣の順に多かっ

た｡2)家族が介護した高齢者の寝たきり度には差があり､渡名喜と粟国では寝たき

り状態のランクB･C(渡名喜 79%､粟国 60%､座間味 30%)が多く､自立して外

出可能なランクJ(渡名喜 14%､粟国20%､座間味 44%)は座間味に多かった｡3)

近隣との介護のやりとりがあったのは渡名喜が 48%､粟国は 43%に対し､座間味は

16%と低かった｡

以上のように近隣との介護のやりとりをして助け合いのあることが､介護度の重い

高齢者が島で生活していける要因と考えられた｡離島の高齢者介護の課題は､近隣で

介護を助け合う地域介護力の構築であると考えられた｡

4)火葬場のない離島における葬法に対する住民の関心

火葬場のない小離島座間味村を対象に､住民の葬法に対する関心と高齢者の入院状

況を調査 し､終末期ケアと葬法との関連を検討した｡結果を要約すると以下のとおり

である｡1)座間味における1990年から99年までの死亡 ･葬法の状況をみると､村内

で死亡すると必ず埋葬し､数年後に洗骨する伝統的習俗が継続されていた｡2)住民の

葬法に対する関心は洗骨経験の有無と関連し､経験者が多い50歳以上では殆どが火葬

を支持し､経験者が少ない50歳未満では4割が葬法の自由を認めていた｡しかし自分

の死後の葬法では､対象の 9割が火葬を選択していた｡3)沖縄本島の4病院で実施 し

た5離島 (座間味､伊平屋､粟国､渡名喜､渡嘉敷)の65歳以上の高齢入院患者調査

では､終末期に近い90歳以上の入院割合は座間味村が23.1%と高かった｡

以上の結果から､村内で死亡すると必ず埋葬し洗骨する伝統習俗に縛られるため､

洗骨からの解放を求める住民の葬法に対する関心が､要介護高齢者の終末期以前の村

外移動-}病院入院一施設入所->村外死-火葬､の一連のバターンを辿らせていると推

測された｡火葬場の有無と住民の葬法に対する関心は､離島の高齢者が住み慣れた島

で終末期を過ごせるか否かに影響していた｡

5)火葬場のない2離島における葬法の現状と住民の関心の地域比較

火葬場のない離島2地域 (座間味村､津竪島)の葬法の現状と住民の葬法への関心

を比較し､住み慣れた島での高齢者の終末との関連を検討することを目的とした｡2

地域の 1990年から99年の死亡数と葬法の状況は､座間味では島内死亡者が年間 1-4

例埋葬され洗骨も継続されていた｡一方､津聖では島外死亡が殆どで､島内死亡 1例

も本島で火葬し､最後の埋葬遺体を1993年に洗骨するなど10年前から火葬に転換し､

島で終末を迎える高齢者は殆んどいなかった｡また､住民の葬法に対する関心の調査

結果では､洗骨経験の有無が葬法に対する考えに影響していた｡洗骨経験が乏しい50
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I,Jrx未満においては､2地域 とも半数が埋葬を容認 し火葬場建設も希望 していなかった

が､洗付経験が 8割以 上を占める70歳以 Lでは 8割が火葬場建設を支持 した｡最も異

なっていたのは 50-69歳で､座間味では今後の埋葬･洗骨を負う意識が強 く､9割が

火葬場建設を希望していたが､津聖では6割だった｡

以 l二の結果から津聖に比べ座間味では､島内で高齢者が終末を迎えることへの受入

れが高く､住L引ま火葬への転換に関心が強かった｡

6)介護をめくる親族ネットワークと終末期を過ごしたい場所の地域比較

終末期を含めた高齢者介護のあ り方を検討するために､介護をめく､る親族ネットワ

ーク機能 と高齢者が望む終末期を過ごしたい場所 との関連を､2小離島 (渡名台村 :

人目523人､津聖島 :531人)で比較検討 した｡2地域の高齢化率 (渡名喜 :33.10/.､

津 堅 :40.5%)や世帯構成 (渡名喜 :高齢者のみ世帯 8割､津堅 :同6割)､主介護晋

(渡名喜:7割がヘルパー､津堅 :5割は主介護者なし､4割は子や嫁)には違いがあ

った｡親族ネットワーク機能と終末期を過ごしたい場所の関連をみると､渡名喜では

親族支援が豊富な者と乏 しい者は半々で､全体の 8割が島での終末期を希望 し､親族

支援の乏 しい者でも6割が島を希望 していた｡一万津聖では､親族支援が豊富な割合

は 6割を占めていたが､その 4割は病院 ･施設での終末期を希望 した0

これらは､終末期の看取 りに対する高齢者の期待が､家族を頼みとした考えからヘ

ルパーや施設など専門の介護機関に期待が移行 している傾向を示唆 していた｡

4.まとめ

本研究の結論として､沖縄本島周辺の離島 (座間味利､伊平屋利､粟同村､渡名喜

利､勝連町津聖島)における介護をめ く､る親族ネットワーク機能は､高齢期以前から

の親族との人間関係や､地場産業の発展､高齢者自身の地域との関わ り等が弔要な要

因とな り8タイプに分類された｡これら親族ネットワークの介護支援機能は島別に異

なり､高齢者福祉基盤が整備されサーヒスが充分にある島ほど親族支援が豊富にあ り､

未整備な島では親族支援も乏 しかった｡孤立 した島の伝統的な習慣や助けあいの文化､

親族ネットワーク機能などはその島の高齢者施策を推進する力に通 じてお り､サーヒ

ス基盤整備に格差を/1二じさせていると考えられた.これら離島の親族ネットワーク機

能の比較から､親族ネットワーク機能が乏 しくサーヒスが少ない島に対する､高齢者

支援の地域づ くりや施策化にむけた地域専門職への提言が課題 となる0

火葬場が無 く島内死亡者を,埋葬･洗骨する伝統習俗が残っている島では､洗冊から解

放されたい什民の閲心が､高齢舌は終末期以前に島から出 し､入院､入所､死亡､火

葬の経過を辿ることが示唆された｡また､伸葬･洗骨の伝統から火葬に転化 した島では､

新族支援が豊llLJ'亨でも高齢者I′lLJが島外施設での終末を希望するなど､火葬場の有無と

什艮の非法に刈する関心は､ 高齢者の終末期を過ごす場所に影響 していた｡
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以上､平成 13年度～15年度 日本学術振興会科学研究費補助金 (基盤研究

(C)(2)1367264)で行った ｢沖縄の離島における介護をめぐる親族ネットワークの機能

と課題｣の研究成果の概要を示 した｡これらの詳細の一部については､学術論文や学

会抄録に掲載されてお り資料として添付した｡今後さらに解析を加えて発表する予定

である｡

5.資料

1)要介護高齢者の聞き取り調査結果

要介護高齢者個々の生活歴や生活状況､親族の介護-の取 り組み､終末期の考え等

聞き取ったデータを表 1に示すように整理 し､これをもとに親族ネットワークの形成

過程やその機能等の分析を行った｡

表 1 要介護高齢者の聞き取り調査結果の例 NOl

悼年齢介護度 居住状況 生活歴 (∋身体状況の経過②サービスの利用 (∋親族の介護-の取 り組み②やってもらいたいこと(診今後の介護に望むこと 終末期の考え

男 島の ･戦時は支 ①70代の時変形性腺 (D妻 80歳体調不良､共倒れ ･老健施設に入

84 自宅夫婦世帯娘家 那.満州.石 関節症の手術､80歳の 心配 し､本人が希望 して施 所す るため､島

要介 3 垣と兵役に 時多発性脳梗塞､転倒 設に入所 した03カ月後に島 を離れる時-

ついた･長男を戦争 し上下肢 しびれ､言語障害あり･歩行器を使用 し近く に戻つたが､ADLは低下･夫婦二人暮 らし､妻の体 ｢喜んで出てきた､妻が疲れていたので､自分

で亡くした･島で大工や 調変化なく倦怠感持続､元 が施設に行 くか

は壁伝いに歩くが､膝曲が らず床 をす って 気なし､表情暗い･四女は島に嫁ぎ近居 し子 ら､もう心配ないと笑 って島を

族が 半農 半漁 で 歩くので危険､見守 り 出てきた｣･｢死ぬのは家が

部落内近 生計を維持･子供は5人 が必要･失禁有 り昼夜オムツ使 供が 2人､仕事もしてお り介護援助できない､月 1-2

居 回は訪れる･村外に住む長女が食料品 いい､島で｣｢施

高校 進 学 時 用､食事は自分で食べ 設か ら帰って後

に全 員 島 を られる･日常生活全て要介助 はずつと島にい

離れた･四女が結婚後にUターン･魚釣 りや 自動 三輪 で 島を回 るのが を送ってくるが､長女以外の子は､正月も盆も来ない る｣･｢洗骨はもうなくしたほ うが良

･施設入所前より身体 ･近隣は本島に転居 し､島

機能は低下している､よけいに手がかか ると妻は嘆く②ヘルハ〇一の入浴介助を の親戚の訪問はない② ｢妻が疲れているのが見ていてわかる､妻の体が心 い､無い方がよい｣･｢自分の死後は楽 しみ だ つ 配｣､｢娘も仕事あり頼めな 火葬がいい､那

た 利用 している い､娘に来てほしくても来いとはいえない､週に 1回も来ない｣③ ｢島がいい､もう施設には行かない｣｢ヘルハ〇一は介護保険で金がかかるか ら､使いたくない｣ 覇は火葬ができるからいい｣
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表 1 要介護高齢者の聞き取 り調査結果の例 NO2

性年齢介護度 居住環境 生活歴 (D身体状況の経過②サーヒ寸スの利用 ①親族の介護-の取 り組み②やってもらいたいこと③今後の介護に望むこと 終末期の考え

女 島の ･小学 6年卒 (D痴呆で弄便や不潔 ①近くに娘夫婦が 2家族い ･｢身の回りのこ

92 自宅長男家族 島で結婚 し､ 行為､なべに手を入れ るが関わ りなし､長男家族 とができなくな要介 2 南洋出稼ぎ る問題行動有 り､部屋 だけで介護･長男は仕事のため別の島 つたら､孫 50人

痴呆¶ 夫は製材所､本人は炊事 から出られないよう支え棒を使い自室内 に知 らせたい｣･｢痛いところは

と四 係 りをした･子供は5人 閉じ込めあり･意思疎通あるが､家 で生活 し､長男嫁がすべて

世代 世話､嫁は 2年前義父の介 ないので入炭 し

同居娘家 護や看取った直後から義母 ない｣｢島か ら中3人生存･娘 2人は南 族はあまり関わらな の世話､疲れが出て脳梗塞 は出ない､ どこ

い､ヘ○ツド上でぽんや を発症､今でもしびれ､め にも行かない｣･｢死ぬのは島

り座っていることが まいがあり､自分の体調や

族近 洋出稼ぎ時､ 多い､失禁有 り常時オム 今後の介護が不安･同居孫の手伝いで､介護が継続できている② ｢長男嫁がとても良くし

居だが交流な 実家に預け10年間別居した為､親子 ツ使用②嫁は ｢ヘルハ〇一が週 2 で｣･長男は老人病

し 関係結べず､ ～3回決った時間に来 院に入所申請 し

近居 しなが ても意味ない､困った 入所決定してい

ら交流ない 時すぐ来て手伝 う体制ないと全然楽にならない｣と言い､サ-ヒ○ス利用なし てくれるので何もない｣③島でずつと暮らしたい るが､本人に知らせていない

女 島の ･′ト学校 6年 (》糖尿病､緑内障 (右 ①毎 日次女が食事の世話を ･何かある時は

88 自宅独居娘家族が部落 卒､23歳で 失明､左ようやく見え し､具合悪い時は泊る･隣の実家の嫁が毎 日声を 次女か隣の甥嫁

要介 1 結婚 し南洋 る)､ふ らつきあり長 に連絡する ｢診

生活子供が5 時間座位できない･10年ぐらい屋敷から出たことがない･段差で何度も転倒す 療所で治療する人生まれた･戦争のため5人の子供を連れ島に帰 かけ､おかずを持ってくる､隣の孫嫁も買い物をする･屋敷の掃除は隣が してくれる､朝夕電気がつかない が､四女が連れて行く病院に入院する｣･｢島を離れると

内近居 つた るが骨折はしない と後ろの家の人が来る 家のことが心配､家を閉め切 りにするのが嫌｣･｢島を出る時は心配､帰って来られるかねと思う｣｢死 ぬの は

･夫は38歳 ･杖歩行､耳は達者で ･県外にいる三女や孫が食

の時南洋で戦死･子供 5人を女手一つで 電話の応対良好･入浴や洗濯は自立･金銭管理も自立し､ 料晶等を送る､｢那覇にいる娘や孫が うるさいくらいに電話かけてくるから寂 しくない｣･本島に行 く時や病院受診育てた､島で 白蟻業者-の支払い 家

畑仕事･子供皆､進学や就職 で も郵便局から隣の嫁に払い込ませた②娘と近隣が面倒見 時の宿泊は､四女の家･｢盆には長男夫婦が来た､長男は今年定年 した､いず がいいと思つても望み どお りいくものかね｣･｢火葬か埋葬か島を離れ独 てくれるのでサーヒ○ス利 れ は島に来 て くれ るのか
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2)介護者の聞き取り調査結果

介護者に聞取った個々の生活史や介護の状況､親族支援の内容と介護者の思いや

本人の要介護期や終末期に対する考えを表 2に示す項 目に整理 し､要介護高齢者の

親族ネットワーク機能の分析に活用 した｡

表 2 介護者の聞き取 り調査結果の例 NOl

続柄年齢期間 本人の状況(D生活歴②心身の状況③介護-の期待 介護対象の状況①年齢②療養場所(丑心身状態経過 親族の介護の取組と思い 本人の(∋要介護期-の望み②終末期に対する考え

妻 ①小学校卒､鰹業の淵 夫 ･本人は細々と夫の世話を (D島で最後まで過ごした

89歳2年 けず りをし23歳結婚､ ①91歳 する･食事は長男嫁が3回持つ い､子と同居 したいし､

･第 1子出生後夫は南洋に出稼ぎし､戻って ②島の自宅 :トタン家(暑い) 子に介護 してほしい･長男の他にも4人いる目 から後子供4人出生 ③今までは夫婦で てくる

･長男は畑仕事手伝わ 杖をつき､保健センターまで歩いた･2週前より何度も ･3年前夫が肺炎で那覇病 し誰かやってくれる･長男嫁が当たり前だが

せるため進学させず､ 院入院時､妻も風邪ひき次 老人の世話をしたことな

次男以降高校進学時 女宅で世話された いので心配

に島離れ Uターンはない 転倒 し､食欲もな ･敬老に日に次女が5千円 ･近隣や行政にいわれな･本人 70歳時､長男 く､歩けない い､長男が側にいるのに

夫婦が民宿経営開始 くれたうれ しい､他の子か といわれる②長男嫁が当たり前･診療所に診てもらう

民宿客が多 くフ●レハブ◆ ･ヘサツド上で排惟 ら経済的支援ない

で生活 (とても暑い) ･不眠症あり内服治磨 (要介護 2)･6月から夫婦の年 ･長男孫がハ●ンやお菓子等
②高血圧治療放置 食品送る ･次女の家近くの病院に

｢血圧で倒れてもい ･長男がいるから親戚もめ 入院する､島離れるのは
い､生きていても｣ 金を葬式代にする 別に何とも思わないが島

からと長男夫婦に つたに来ない で死にたい

③もつと大切にされ とられ小遣いなく､ ･門からは全然みえないの ･埋葬は親戚みんなでや

ると思つたが受診もできない 受診できない で誰も声かけない る､埋葬か火葬かわからない

三女 (∋中学校卒､24歳結 父 ･実家に同居の間は家事だ ①疲れないようにする､

60歳2年 婚､30年間島外で生 (D91歳 けで時間を持て余 したが､ 食事のコン トロールが重
活､主婦業 ②島の実家 新築の家に夫もいて 2つ 要

･7人きようだいは皆 ③杖をついて歩き､ の家を切 り盛 りし通 うこ ･要介護期は施設がいい

目 離島o長男次男は未婚 身の回 りは自立 し とは体力的にも精神的に ･子供と同居望まない､

のまま死亡､長女は夫 ていた も大変だった 負担かけたくないし､介

亡き後 フ リーだが不 ･自分の体が不安で ･親戚は世話をしない､ 護されたくない施設です

健康､次女は商売しているため･母亡き後の父の介護 入所させた 声かけるだけ ごす現在は次女が介護 ･2年後夫が島に新築した ②長男は遠いので娘に連

で本人が単身 Uターン2 (D91歳 時点で父は施設に入所 さ 絡する

年後夫 も島に家を造 ②施設と在宅 せた､両方の家を見ること ･20年通院中

りUターンした ③ (要介護 2痴呆) は体力的精神的 (家庭崩 ･どこで死んでもいいが

･島で父を看られず施 ･父が施設をいやが 演)に辛かつた 島は大変､埋葬はなくし

設入所させた②糖尿病な ど多 くの るため次女が引き取った･体調を崩すことが ･現在仏壇の世話や行事等二つの家をみている､仏壇 た方がよい･今年も洗骨をやった､

疾病抱え治療中③ 自分 も半病人で介護続けられない 継 ぐ人が決まらず従兄弟 懐かしい感 じあり洗骨も

有 り入退院をくりかえしている･飲み込みが難しく あてにならない･正月に父を島に連れてく いいと思 うことはある.しか し人手がいるし大変､一人では出来ない･施設が島にあれば毎 るが､介護継続は出来な 自分の死後は火葬がよい

目顔を見に行けるし､ ミキサー食のた吟､入所 い､自分が別居状態となり
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表 2 介護者の聞き取り調査結果の例 NO2

続柄年齢期間 本人の状況①生活歴(診心身の状況③介護-の期待 介護対象の状況(卦年齢④療養場所③心身状態経過 親族の介護の取組と思い 本人の(丑要介護期-の望み②終末期に対する考え

①嫁 (⊃島外出身 養生里企董 量星型基金 ①現在 :自分の膝関節痛

34歳 ･高卒後東京で生活､ (D84歳 ･入浴や排泄介助など夫が を治 したいOT)ハtllリもお金

2年②嫁 実母の看護の為帰沖･28歳結婚子供 3人 ②島の自宅③介護 2年間1年は痴呆で歩 き 全部介護 した､本人は子供の世話あり､食事や洗濯が主で苦にならなかった･夫のきようだいは何もせ がかかり毎 日は行けない･｢夫は島を望むだろう

･義父の痴呆介護と夫就労のため家族でUタ 回り､後の 1年は寝たきり､身体介護は が､自分の家はT村自宅｣･自分の要介護期は施設入所を希望する･｢子供との同居や介護は-ン･義父介護 2年後死亡･長女の高校進学時､ 夫がした･義母は畑仕事中心で義父の世話は長 ず自分達だけで世話 した･島に親戚沢山いて顔はみせるが面倒はみなかった

本人 と子供全員で本 男夫婦のみでやつ 望まない､それぞれの暮

島に転居､10年後､2年前T村に家新築 た重畳里企塵ll 重畳里昼全･島で転倒 し入院 1カ月､ らしがある､迷惑かけたくない｣
58歳 ･義母歩行困難で要介 ②緊急の時は長女に連絡
2年 (丑90歳 入所 5カ月､T村自宅で2

目 護､T村の自宅で介護 ②老健施設 週間介護 するo女どうしだし､結
③転倒､骨折はなし ･島の自宅で夫が2週間滞 婚 し子供もいる､長男に

②変形性膝関節症で ･要介護 3 在､次男宅で2週間介護の は嫁が来るし生活は別だ･施設では歩行器で 後に老健入所 から

膝の痛みあり､今後の介護に不安 移動 し身の回 りは自立 ･本人は膝が痛く､次男嫁 ･入院するのはT村の病
は仕事がある為､施設入所 院がいい､死ぬのはT村

③ ｢義母は島での暮ら ･義母は見舞いのた を選択 し納得させた 自宅がいい

びに ｢島に帰 りた ･年金額超える分の入所費 ･｢埋葬や火葬は特に考Lを希望､実現させた い｣と訴える 用は兄弟で折半する

いが､夫が島にいない ･夫は､島での介護 ･義母が望むように島での えないが､門中墓があ時に一人で世話す る を希望するが､島で り､全然見たこともない

ことはできない｣ は寝てばか りなの 介護を考えるが 自分の身 人達と同じ墓というの

･｢自分が島から出る で､行かせたくない 体に自信がない､島に友人 が納得できない､家族墓がいない がいいのに｣

時に､一時預けられる ･施設入所 5ケ月が ･島に親せきは沢山いる､

施設があれば看 られ 経過し､本人や次男 顔は出すが面倒をみない ･洗骨を一度経験した

るかもしれない｣ 嫁は継続入所可能か心配 ･火葬がよい

妻 ①島外出身 夫 夫 ①現在 :自分から隣近所

80歳3カ月 ･高等小学校卒 ①84歳 ･末子は精神疾患､この子 に話をLに行く
･′J､学 5年時母再婚 ②自宅 の世話や夫の介護は 自分 ･｢ずつと島で生活 した

し､継父や異父兄弟に ③喉頭癌末期､3カ の役割だと思っていた･子供達は島から出ており､一人で介護 した･三男嫁が月 1回来た い､子供に同居や介護 し

奴隷扱いされた･28歳結婚､子供 7 月間臥床後死亡･飲食物が全く喉を通らず体力低下 てほしいとは望まない｣②村のヘルハ'-に連絡する､

人､農業や養豚､民宿手伝い､護岸工事作業 ･最後まで意識有り､排他も自立して 子供はすぐには来れない･｢島離れるのはどんなかな､その時はその時よ｣･死ぬのは島で

などで生計･四男 (精神疾患)以 いた ･診療所の医師が往診 した

外は進学等で島を出､ ･痔痛に対 し､診療 が､転勤時期で医師が変わ

本島や本土で結婚72歳の時夫が癌で在宅療養 した際に介護 所か ら鎮痛薬処方 り夫-の指示内容 も変わ
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3)介護に関わる親族支援のタイプ別親族ネットワーク図

座間味村､伊平屋村､渡名喜村､粟国村､勝連町津堅島の要介護高齢者や介護者の

聞取 り調査結果から親族支援のネットワーク図を作成すると､図 1のとお り8タイプ

に分類された｡

要介護高齢者 ■=ト 双方向の強い関係

◎ 女性 ー 一方向の中程度の関係

Ej] 男性 1--- -方向の弱い関係

[=コ 同居範囲 = 島内外の境界

島内外の境界

親族･近隣
支援型

子供Uターン

支援型

直系三世代
支援型

本人積極
社交型

親族没交流
孤立型

へ /レバー

依存型

図 1 介護に関わる親族支援のタイプ別親族ネットワーク図
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4)親族ネ ッ トワークのタイプ別生活特性､機能､要因

親族ネ ッ トワークのタイプ別に生活特性や機能､その要因を分析 し表 3に整理 し､親族

支援の多寡を右の枠内に表示 した｡

表 3 親族ネ ッ トワーク別生活特性､ネ ッ トワーク機能､要因

タイプ 生 活 特 性 ネットワーク機能 要 因

親族.近隣支援型 ･要介護者独居､子が近居 ･親族.近隣の生活支援 ･近居子の交流関係安定

･年金.恩給で経済的に自立 ･要介護者は家長の役割意 ･要介護者の人間的魅力と
･要介護者は若い時に､村 識持続し満たされている 経済面の自立
の指導者や近隣の世話役を ･親族や近隣の介護支援 ･要介護者の精神面の高い
し､地域との強い結びつき で､介護者は精神的にゆと 健康度が維持されている
･親族.近隣との頻回な交流 りある ･要介護者過去に地域貢献

子供U ･要介護者Uターン子関係良 ･Uターン子の介護で生活充足 ･子供の島-の回帰志向･子供は島回帰希望あり介 ･主介護者は家事.介護.行 -Uタ-ン子の親思いの心と安

ターン支援型 護目的でUターン 事に忙殺され負担が大きい 定した親子関係がある
･島で就労できる仕事確保･親族の声かけ､話し相手 ･親族は時々話相手となる ･子就労先あり､生活できる

直系三世 ･子供家族との長い同居歴 ･要介護者は､子供や孫に ･同居期間が長く､双方に･要介護者は孫の養育歴あ 囲まれニーズが充足される 家意識､老親扶養意識が強い･双方に介護は女性がする
り孫が介護支援する ･介護者 (煤)の介護役割
･介護者は､親と配偶者を 認識強く要介護者の生活充

代支援型 同時に世話する状況がある 足 との性別役割分業意識があ
･介護者は健康障害あって ･介護が家族の中で完結 り､孫娘が介護者の支援を

もサービスを利用しない･親族は声かけをする ･親族は時々話相手となる する

本人積極社交型 ･独居で実子がいないか､ ･子供や養子の経済援助な ･要介護者は､自立度高く

島に子供がいない く電話等情緒的交流乏しい 近隣を訪ね歩くことが出来
･若い頃から地域のまとめ ･子供の来島は旧盆1日､要 る
役 (ノロ等)で住民の指導者 介護者は子供宅を訪ねない ･親族の訪問ない
的立場にあった ･親族.近隣は民宿や失対作 ･要介護者は地域を守る意
･シルハ〇一カーで近隣訪問可能 業に多忙で､訪ねる者はい 識が強い

･-ルパー支援で生活･親族近隣は誰も訪れない ない

親族没交流孤立型 ･後期高齢夫婦世帯､近居 ･近居子との交流が乏しい ･要介護者の自立度低く､

子との交流乏しい ･親族.近隣声かけ訪問ない 介護者の身体機能も低下
･介護者も高齢.病弱である ･要介護者､介護者の機能 ･後期高齢夫婦が､親族や

･ヘルハ〇一支援を受けている･地域から声かけなく､外出出来ず孤立している は低下し外出できない 地域から忘れさられ孤立

ヘノレバー依存型 ･85歳以上独居､実子なし ･支援する親族乏しい ･島に支援者が乏しい

･きようだい高齢援助なし ･近隣から声かけはある ･要介護者の自立度が低い

･腰痛や痴呆自立生活困難･ヘルハ●-が毎日2- 3回支援･近隣は声をかける ･ヘル/､̀-支援で在宅維持

親移動親 ･島外娘が両親引き受けた ･元気な親が日中介護 ･介護者の夫の介護受入れ
･介護者夫婦は､介護を親 ･介護者の兄姉の経済支 ･介護者の介護の意味づけ
-の恩返しと 意味づけ 接､介護代替支援がある ･介護者兄姉の支援

族支援型 ･介護保険限度額を-ル ･介護者の夫の協力 ･サービス利用で家族生活維持
パー利用し子育てと両立 ･親戚はたまに見舞 う

施設入所型 ･疾患.痴呆で在宅生活困難 ･娘が毎月入所費支払日に ･介護度が4以上で､病院入

･島に介護者がいないか介 要介護者の世話 院後引き続き入所した
護者が介護継続できない ･他の子はたまに来る ･島内に病院.施設がない
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