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ホームヘルパー２級養成研修
車椅子で彷徨えば　http://stray.littlestar.jp/

0. 導入

0.1初めての障害者

　さて、今日、私がこちらから頂いたテーマは、

これからヘルパーさんになる皆さんが、「障害

者」と出会った時に、どうしたらいいかを話し

てください。というものでした。皆さん普通の

生活の場に「障害者」がいることは、残念なが

らあまりありませんからね。出会ったときに戸

惑うことが多いと思います。かくいう私も、ず

っと普通に小学校から大学へ行きまして、しば

らくそこに残っていましたので、自分以外の障

害者って見たことがなかったんです。ですから、

大学生になって、初めてとある作業所に連れて

行かれたときは、ホントに「どうしよう」って

思いましたね。言っていることはわからないし、

みなさん緊張は激しくて、手も足も突っ張って

るし、困ったなあ、って。自分のことは完全に

棚に上げてますね。私が、同じ障害、脳性マヒ

と言うんですが、そういう人たちと出会った時

でさえ、どうしよう、と思うんです。みなさん

がどうしていいかわからず困ってしまうのは当

然と言えば当然なんです。

　そこで今日は、そちらのコピーにあるように、

まず、どういう風に接して欲しいか、というこ

と、つまりコミュニケーションですね、そして、

二つめに障害を持つ身体、というのがどんなも

んか、ということ、そして最後に、ここはヘル

パー講座ですので、私たちの暮らしにとってヘ

ルパーを使う、というのがどういうことなのか、

ということをお話しさせて頂きたいと思います。

1. 街で出会ったら

1.1障害を持つということと「普通に接する」と

いうこと

　ある友人がこんなことを言いました。この方

は、二十歳を過ぎてから障害を負われて、割に

最近車いすで活動するようになった人です。そ

の方は「自動販売機で切符を買うときとかに、

いきなりお手伝いしましょうか、って言われる

ととても戸惑う。」というんです。それ聞いて、

私は、何で？と思ったんですが、その人が言う

のには、「助けて欲しいときにはもちろんお願い

するのだけど、何でもないのに手伝いましょう

か、と言われると、自分が『普通の人じゃない』

ことを思い知らされて嫌だ。」と言うんです。言

われてみればごもっともなんですね。普通の人

が自販機の前で財布を探っていても何も言われ

ません。それが車いすに乗っていると声を掛け

られる。私みたいに、物心付いた頃からみんな

とは違っていて、じろじろ見られたりするのが

当然、という人生送ってますとね、結構平気に

なっちゃってます。というか、平気にならない

と出てこられない、というのが事実なんですけ

どね。でも、数年前まで「普通の人」だった彼

女にとっては、それはとっても居心地が悪く感

じる、ということなんです。そして、そっちの

方が多分普通の感覚なんです。

　こういう言い方は身も蓋もないかもしれませ

んが、基本的には普通の人に言うのと同じよう

に「普通に礼儀正しく接してください」の一言

に尽きます。つまり、後から来る人のためにド

アを開けておく、とか、エレベーターで人を押

しのけて乗り込まない、とか、道をすれ違うと

きには身体を横にする、とか。本当なら全て誰

に対してもしなければいけない身のこなしです

よね。そういう動作の延長上に、障害者への配

慮があるんです。普通の人に接するのと同じ程

度に礼儀正しく、ということです。「あ、障害者

だ。親切にしなきゃ。」というのは違うんです。

1.2「障害者」ゆえの配慮

　とはいってもこの「普通に」というのが難し

いんですよね。なにしろ相手は「障害者」です

から。
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　手伝いたい、と思ったときに、声をかけるの

は惜しまないで欲しいんです。ただ、「障害者だ

から困っているに違いない」というのはなしに

してくださいね。私たち、基本的に、「自分の

ペースでやれば自力でなんとかなる」という自

信があるから一人で動いてます。それは皆さん

と同じです。自動車の運転する人います？ 自信

がなければ首都高とか一人で乗らないでしょ。

同じなんです。

　お手伝いしましょうか、と言ってくださるの

はありがたいんですが、何と言いますか、ご自

分のペースだけで声を掛けてくださる方が結構

多いんです。手伝う方は「手伝いましょうか」

と一言言えば済むんですけど、手伝われる方は

いろいろ考えなきゃならないわけですよ。なに

しろ初対面なんですもの。で、お願いします、

と言おうとすると、大丈夫ですね、と、スッと

行っちゃう。声だけ掛けて返事を聞かないんで

す。「障害」があると時としてやりとりが難しい

ことがあります。そのとき、相手のペースに合

わせる、というか、相手をちゃんと見ることが

大事になってきます。

　これは私が実際にあった例なんですが、ある

駅の前を歩いていましてね。ちょっと起伏の大

きいところで難儀していたんです。そうしまし

たら、いきなり後から「デパート行くんですか」

と声をかけられ、車イスを引きずられてしまっ

たんですよ。私はタクシー乗り場を探していた

んです。なにしろ、この言語障害で息が上がっ

てますから、返事が出来ない。力ずくで車イス

取り戻さざるをえませんでした。コミュニケー

ションが全く成立していないんです。普通、知

らない人をひっ抱えて行き先も確認せずにどこ

かへ連れて行ったりはしませんよね。

　みなさん、信じられないと思うでしょうが、

この手の話はいろいろあります。車いすで電車

に乗っていたら、親切そうなおばさんと目があ

った。そしたら、「次で降りるんですね。」と言

われて、勝手に降ろされてしまった、とかです

ね。

　もちろん、とても上手にお手伝いしましょう

か、と言ってくださる方もいます。私、車いす

漕ぐのあまり漕ぐのうまくないんです。上半身

のマヒも重いんです。これから皆さん実習で走

ると思いますが、外の道って、あまり車いす向

きではないですよね。で、よれよれ走ってまし

たら、通りかかった方が、「私はどこそこまで行

きます。方向が一緒でしたら押していきましょ

うか。どこまで行かれます。」って言ってくれた

んです。

　こんなこともありました。駅から直結する

ショッピングセンターに行こうとして、渡り廊

下を歩いていたら「この先は階段しかないです

よ。」って教えてくれたんです。その人は「どこ

で繋がっているかは知らないけれど、とにかく

この先には階段しかない。」と。

　私がどうして困っているか、またこの先困る

に違いないことを見て取って、そして自分が出

来ることを申し出てくださっているわけです。

話す前からコミュニケーションが出来ているわ

けですよ。

　耳が聞こえなかったり、口が不自由な人だっ

たりすると、確かにやりとりが難しい部分はあ

ります。それでも、必ず何か反応を返そうとし

ます。それを辛抱強く読み取る努力だけを惜し

まないでください。自分だけで納得しない、と

いうのはとても大切なことです。これは後でも

う一度お話しすることにします。

2. 「障害」を理解して介助する

2.1いろいろな障害

　次に、実際に「介助」をするときにどんなこ

とを考えておいたらいいか、ということについ

て少し話してみたいと思います。皆さん、ヘル

パーとして、実際に障害のある方を直接支える

わけですからね。

　障害者と一口に言いましても、ご存じのよう

にいろいろな方がいます。大きく分けても、身

体障害者、知的障害者。そして近年になってや

っと、精神障害者も「障害者」の枠に含められ
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るようになりました。この３つの障害を重複し

て抱えていらっしゃる方も少なくありません。

　私は言うまでもなく「身体障害者」でして、

見たまんま障害者です。非常にわかりやすい。

大変に見えるかもしれませんが、実は結構生き

やすいんですね。出来ないものは出来ないよ、

と言えば納得せざるをえませんから。まあ、た

まに「アンタが歩けないのは、リハビリする根

性がないからだ」なんて言われることもありま

すが、まあそうあるわけではない。生きていく

のが本当に大変なのは、実は、ぱっと目には

「障害者」に見えない障害者の方たちなんです。

そのことは覚えておいて欲しいと思います。

　本当でしたら、この３障害全部をカバーしな

ければいけないのですが、時間もないですし、

私の手には余ります。ということで、今日は私

をサンプルにして、お話しすることにしましょ

う。

　私の障害は脳性マヒといいます。テキストに

も載ってたと思います。脳の一部に傷が付いて

まして、身体の方が誤作動します。知的な障害

を伴ったり、非常に重度な障害を持ってしまう

方もいます。

　私を見て頂ければわかりますけれども、まず、

不随意運動というのがあります。自分の意志に

は関係なく身体が動くんです。さっきから、首

とか手とか変な動きしてますでしょ。結構疲れ

るんですよ、これは。だから歩けないし、話す

のもうまくない。口の回りが悪い所から想像が

付くと思いますが、食べるのもあまりうまくあ

りません。勝手に手足が動くんですよ。どうで

しょう。ちょっと想像してみてください。イ

メージ湧きますか？

2.2「障害」の特殊性

　実際に介助にあたるとき、注意して頂きたい

のは、障害者の身体のイメージが掴みにくい、

ということです。しかも、本当に様々です。ま

あ、それは高齢者でも本来同じなんですが、お

年寄りの場合はみなさんにとってはまだ予想が

つきやすいでしょう。お年寄りは、こんにちは、

と肩を叩いても、急に飛び上がって転んだりし

ませんでしょ。

　私の場合、肩なら大丈夫ですが、ちょっとず

れて背中触ったりしようもんなら大変です。本

当に飛び上がります。そして、体中つっぱって

しまいます。同じ名前の障害を持っていても、

実際の形は全く違います。

　ですから、きちんと本人に確認して欲しいで

すし、先ほどから言っているように、コミュニ

ケーションがとても大事になるんです。そして、

そういう確認をきちんと出来るようになるため

に、障害についての知識が必要になります。適

切な質問が出来ること、それが「介助のプロ」

なんだと思います。

2.3実習１

　ここまで、話聞かされるばかりで、しかも、

言語障害付きの話を聞かされてくたびれたと思

うので、ちょっと動いてみましょう。

　先ほど私は、障害者の身体は本当に違うもの

だ、と言いました。どれほど違うか、というの

を、車イスに乗る、ということだけでこんなに

違うんだ、というのを実感してもらおうと思い

ます。

・普通に乗る。「段差越えのやり方は知ってます

か。」

・正座…脊損

・手を握り拳…頸損

・後ろの人と話す

いかがでしょう。ちょっとイメージ湧きそうで

すか。私たちも、同じ「脳性マヒ」の人に対し

てさえ、的確な対応を取れるわけではないんで

す。ただ、皆さんに比べたらイメージがしやす

いということは言えます。

3. 「ヘルパー」を使って暮らすという

こと
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3.1「普通の生活をする」難しさ

　非常に当たり前のことですが、私たちはごく

普通の生活をしておりますし、したいと思って

ます。しかし、「障害者」である、ということは、

そういうごく当たり前の生活を送ることが難し

くなる、ということも事実です。ごく普通の生

活をするために、設備を変えたり、人の手を借

りなければいけない。実際、私、ここの階のお

手洗いが使えないんですよ。

　皆さんはこれからおうちへ帰って夕ご飯を食

べてお風呂へ入ったりしますよね。それが、お

風呂のヘルパーさんが、朝しか手当てつかない

から、お風呂は朝入ってください、とか言われ

たりするんです。

　障害者になりますと、突然、「普通の生活」が

普通じゃなくなってしまうんです。人の都合で

動かされる部分が非常に大きくなってきますし、

サービスメニューに従って規格化されてきます。

私たちにとって、皆さんの「普通の生活」とい

うのは、実に「その人らしく個性的な生活」な

んですよ。ですから、私たちの生活、その人ら

しい個性的な生活を支える皆さんには、障害を

持つご本人ときちんと関係を作って頂きたいん

です。

3.2どちらを向いて支援するのか

　とはいいましても、実際に支援に入って行か

れますと、なかなかご本人とうまくやりとりが

出来ない、という場面も多いとは思います。上

手に考えていることを表せない人もいるでしょ

うし、初めから「お任せ」になってしまってい

る人もいるでしょう。自分のして欲しいことを

伝えるには、非常に労力がいります。それに加

えて言語障害なんかがあった日には、言葉を聞

いてもらうだけで一苦労です。伝えることその

ものに疲れてしまっていても当然と言えば当然

です。

　それでも、やはりヘルパーさんには、常に当

事者の方の方を向いて頂きたいと思います。「家

族も当事者だ」とは言われますし、それは確か

に間違ってません。けれどもやっぱり当事者は

当事者なんです。皆さんは時間で動きますから、

どうしても家族に聞いた方が効率がいい、とい

うことはあるでしょう。でもね、本人が言いた

いことがあるのに、伝わらない。途中で家族が

ひったくってしまい、本人そっちのけで話が進

むケース、ってとても危険なんです。それは本

人の普通の生活ではなくて、家族の普通の生活

を支援するものになってしまうんですね。で、

実際そうなりがちです。私も、ですから、「ここ

一番大事な話」には、絶対に家族を連れて行き

ません。やはり相手も家族の顔色をまず伺いま

すし、やはり習い性になる、というのか、私も

つい家族に頼る気持ちになるんですよ。「私がし

てもらうこと」が、いつの間にか「家族が」に

なってしまう。

　あなた方の仕事の責任を誰に対して負うのか、

ということは、時々考えてみてください。

3.3他人が生活の中に入ってくるということ

　もうみなさんには想像が付くとは思いますが、

家庭生活の中に他人が入ってくる、ということ

は、やはり厳しいものがあります。その意味で、

ヘルパーを入れる、というのは、かなりギリギ

リの線で入れています。とても勇気がいること

なんです。着替えをする、料理をする、お風呂

に入る、これらのことはみな、個人的なことで

あると同時に、家族も巻き込みます。

　お台所を預かっている方、とくに女の人の方

がこれはよくわかるかもしれませんね。お姑さ

んがお台所に入って手伝ってくださるのって、

実はかなり嫌でしょう？　私たちもやっぱり他

人におうちの中をいじられるって嫌なんですよ。

それにもかかわらず、入れなければ生活できな

い。障害者は、２４時間ずっと障害者なんです。

他人の手なくしては生きることが出来ない。「嫌

ならいいよ」と言うことが難しいんです。その

あたりのジレンマを、実際に働くあなた方にも、

感じ取って頂きたいと思っています。
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4. まとめ－イマジネーションを広げて

　いろいろお話ししてきましたが、そろそろま

とめます。私たちは、一貫して、普通の人と同

じように接してくださいと言ってきました。と

はいえ、いろいろな気遣いが必要なことも確か

です。私たちが、いくら気にしないでください、

といっても、そちらとしてはそうも行かない、

ということもあるでしょう。また、反対に、気

づかなくて相手を傷付けてしまうこともあるか

もしれません。

　何よりもお願いしておきたいのは、相手の立

場に思いを馳せてください、ということです。

先ほど車イスに乗ってみていただきましたが、

それも、相手に対するイマジネーションを広げ

るためだと思ってください。介助するときは、

介助することに必死になってしまうとは思いま

すが、介助される側の立場に自分を置き換える

ということをやってみて欲しいのです。足が踏

ん張れない状態で、車イスに乗るとしたら、ど

ういう風に押して欲しいか、とか、動かない手

を人が代わりに動かしたらどんな感じがするか、

とか、自分の頭の上で、自分についての会話が

どんどん進んでいったらどんな気分になるか、

とか、一度置き換えて考えてみる、ということ

をして欲しいのです。

　もちろん、これは非常に難しいことです。一

度も健常者だったことがない私たちにとっても、

あなた方の身体の感じをイメージするのは非常

に難しいことで、そのためしばしば無理な動き

を要求したりしてますから。だからこそ、お互

いにコミュニケーションをとること、言葉を伝

え、ちゃんと聞くこと、相手のことを想像する

こと、というのがとても大切なんです。そして、

想像したことをもう一度相手に伝え、聞き、も

う一度想像する。

　いうまでもなく、ヘルパーさんと利用者との

関係は人と人との関係です。直接身体を皆さん

に預ける家事介助はもちろんのこと、家事介助

でも、私たちはあなた方に自分の一部、あるい

は全部を預けています。その意味で信頼される

に足る知識と技術をみなさんには身につけてい

ただきたいと思います。ヘルパーさんとの関係

の中で、私たちはあなた方への説明能力を高め

ていきますし、みなさんも、私たちにかかわる

中で、技術だけではない、介助のさまざまな能

力を高めていけるのだと思います。がんばって

ください。


