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介護の専門性とは？と問い掛けられて 

―要介護者と家族に寄り添う介護職の視点と起点― 

 

 大阪府箕面市にある介護老人保健施設ニューライフガラシアの施設長・阿曽沼克弘

先生が昨年１２月に、『歌う外科医、介護と出逢う‐肝移植から高齢者ケアへ‐』と

題する本を京都大学学術出版会より出版されました。 

阿曽沼先生は６年程前に、「生体肝移植」を行う外科医から高齢者医療の世界へと

転身を図るに際して２ヵ月半ほど、嘱託医の西村正二先生に付き添う『研修医』とし

て、当法人のサ高住に滞在された『歌うＤｒ.』でした。 

 その本の中で先生は、『介護の現場では、被介護者との関係をとかく家族みたいなも

のだと思いがちになるかもしれませんが、それは誤りだと思います。医療現場における

患者との関係において、我々医療従事者が患者を家族のようなものだと思うことは通

常ありません。介護の世界も一緒で、入所者さんを大切にする介護者の気持ちもわかり

ますが、本人・家族に寄り添うことはあっても、介護のプロとして、家族の思いに引き

ずられることなく、客観的な立場の第三者として、本人のためを考えたケアをすること

が大事ではないかと思うのです。』と書いておられます。非常に耳の痛い指摘です。 

 高齢者介護の現場では、特に要介護３以上の方が入る『特養』や、認知症対応型

『グループホーム』では、ご本人よりも「ご家族の意向」が優先される場合が多く

なります。大半の方が認知症の為、契約書にもケアプランの同意書にも、ご家族の

署名・押印等が必要です。 

 介護現場では、介護に際してご本人の意向を確認するのが基本ですが、『認知症の

人の意向』に確信の持てない場面が多く、ご家族の意向に沿う場合が多くなります。

介護職自身も多くが、「自分にして欲しい介護を」「親にしたい介護を」という個人的

な感覚を基点にして、家族の情緒的な感覚や感情に同感して、 

家族のような介護を目指します。其処には介護の『社会的な使 

命や役割への視点』が希薄な様に思え、其処で浮かび上るのが 

『プロの介護職の起点は何処か？』との問い掛けです。 

（次ページに続く） 

       



  
（前ページの続き） 

阿曽沼先生が言われる『介護のプロとして、客観的な立場の第三者として、本人の

ためを考えたケア』と、「本人や家族の意向に添うケア」、「自分にしてほしいケア」が

一致するのか？或いは否か？の問い掛けが浮かび上ります。 

介護保険制度は『予防重視』で、老いても要介護にも重度化もせぬ様に、と国民に求

めます。予防し切る方法は無く、予防し切った人も居ない現実には目をつむり、老いて

要介護になる事の『意味合いやその価値』には触れません。 

 人の世では、老いの先には必ず『死』が訪れます。そして、生前に縁を結んだ他者との

『関係性』は、『ご本人の死後』にも続きます。『生者』は死者との対話を繰り返しなが

ら、自らの『思想や人間性や社会性』を育む為の『肥し』にして社会生活を営み、自らの

死後にはまた次の世代が「関係性」を引継いで行くのです。其れが、人間と他の動物との

最も大きな『違い』であり、『人のみが持つ人ゆえの死後にも続く関係性』が、人間社会が

変化を繰り返しながら２０００年以上に亘って歴史を続けて来た『原点』です。 

 今の世で人が最期を迎える際には「ピンピン・コロリ」と云う訳にはいかず、平均し

て男性７～８年・女性１２～３年程の要介護期間を経なければなりません。そして最期

が近付くに連れて食べ物も水も受けつけなくなり、老廃物を排泄するのみの全く無防備

な時間を少しばかり過ごして後、亡くなります。其の、食物も水も受けつけない時の対

処の仕方が、今の日本の『高齢者医療・介護現場』における『最大の課題』となってい

ます。 

 『何としても生きたい』『何時までも生きていて欲しい』とのご本人やご家族の願い

に応えて、『点滴や胃ろう』などの医療処置で延命を図るのが従来の多数例でした。最

期を迎えるまでに嘔吐や下痢・発熱・痙攣などを繰り返し、看護・介護職が解熱や吸

引や様々な処置に追われてご本人も看護・介護職も疲労の日々を送り、看取った後で

「やっと安らかに過ごせるご本人」を想い、「ほっとした」ものでした。しかし最近、

延命の為の医療処置を行わずに、ご本人の『自然な生命力』に任せて成り行きを見守る

事例が徐々に増えてきました。 

その場合には穏やかに最期を迎えられる場合が多く、大半の方が『眠りの中』で亡く

なられ、正に『平穏死』を迎えられます。その場のご家族や介護職は、安らかな死顔に

出合い『ほっと安堵』します。その『穏やかな死顔』と『元気な頃の面影』が永く心に

残り、折に触れて『亡き人と対話する暮らし』が始まります。  

其の『亡き人との対話』を繰返す中で、生者の『思想や人間性や社会性』が豊かに膨

らみ、視野が拡がり、人生における選択肢が拓けて、『子孫を愛おしく想う心』が芽生

えるのです。高齢者の生活を支える『医療と介護』に求められるのは、『生きるを支え

る』と同時に『死を支える』事だと思えます。 

生きるを支える場面では『医療の専門性』が主役と成らざるを得ない時が多くなりま

すが、死を支える場面においての主役は、まずは『ご本人の生命力』です。次いで『居

心地の善い居場所』を整える家族や介護職です。其処ではご本人の『心地善さ』を察知

する『観察眼』がまず求められます。そして医療者には、滞りなく「死亡診断書」を書

く為の『適宜な接点』が求められます。そして死を支える営みに引き続いて即、『死後

の関係性』が始まります。人の世ゆえに、死後にも他者との関係性が続き、社会が変化・

発展しながら歴史が続くのです。 

死を支えて死後の関係性につなぐ『要』の役割を『介護』が担います。介護職には

『要』としての『役割と責任』を自覚して欲しい、と心より願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



訪問看護で学んだこと        

訪問看護ステーション 石井 朱美 

 

看護師になると決めたころを振り返る為に卒業文集を久しぶりに読み返してみました。 

「自分で進んだ看護の道だから途中でやめることは出来ない。努力して前進するのみ

で、どんな人からも好かれる看護師になりたい。」と書いていました。看護師になり何事

も途中であきらめず最後までやり遂げようと希望に満ちていた頃を思い出しました。 

しかし、現実は厳しいもので何度も辞めようと思いましたが、今日まで続けることがで

きました。結婚後も仕事を続けていましたが、３交代をしながらの子育ては大変でした。

実家も遠い為親に頼ることも出来ず、子供たちにも忙しい日々を押し付けていたかもし

れません。１０年ほど勤めてきましたが、自分自身が疲れてきて一旦仕事を辞めようと決

心しました。２年くらい過ぎた頃、せいりょう園訪問看護ステーションの募集を見かけ訪

問看護に少し興味を持ち応募しました。まだ、訪問看護ステーションは少なく訪問看護師

養成講習会に参加し、訪問看護について学びました。２４年間訪問看護に携わってきまし

たが、最初は利用者さんのご自宅に一人で訪問することに緊張と戸惑いがありました。利

用者さんだけでなくご家族との関係も築いて、主治医の先生をはじめ多職種と連携して

在宅を支える大事な役割があります。病院勤務と違い利用者さんに合わせて必要な福祉

用具やサービスの利用を提案することも必要です。 

訪問看護を通して学んだことに看取りがあります。日野原重明先生の『生き方上手』に「死

が間近に迫っていて、医療の手の施しようがないのが明らかなのであれば、むしろ栄養は

徐々に控えていくべき。そうすれば、まるで木が枯れていくように自然に静かに眠るように

死ぬことができる。老衰による自然にまかせた死には苦しみがない。」とありました。 

老いていくと身体は弱くなり、何らかの病気にもかかり、認知症になるのもあたりまえ

になると思います。そして誰でもいつかは亡くなりますが、訪問看護をするまでは死につ

いて深く考え向き合うことは少なかったように思います。利用者さん一人一人経過は違

いますが、静かに眠るように亡くなられた姿は、病院では経 

験したことがない最期の姿でした。私自身これからの日々を 

どう生きて、老いや死を上手に受け入れ自然な最期を迎えら 

れるか考えていきたいと思います。 
 



N さんの看取り 

ユニット型特養 政井 瑠伽 

 

N さんは、とても気さくな方で私がユニットに異動する前から、のびのびルームなどで何

度かお話させていただきました。目が合うと素敵な笑顔で手を振って下さって、その笑顔に

いつも元気をいただいていました。「4 月からユニットに異動します。」と挨拶をしに行くと

「嬉しいね。よろしくね。」と喜んで下さいました。 

 N さんは半身麻痺というハンデを抱えながらも、生活の仕方を自身で工夫して、一人で何

でもこなすとてもしっかりした方でした。宗教活動にもとても熱心で、よく新聞の切り抜き

を「これ読んでみて？いいこと書いているから。これお母さんにも。」と下さいました。 

私が体調不良で休むと「久しぶりね。大丈夫？私も昔は辛かったの。これ読んでみて。」と、

また新聞の切り抜きを下さいました。 

 人と話すことが大好きな方で、ご主人とのお話や宗教活動のお話、お仕事のお話などたく

さんのことを聞かせて下さいました。認知症もなく、本当にしっかりした方だったので、その

分ガンが再発したことを告げられた時は辛かっただろうと思います。 

 日に日に身体は弱まり痛みの訴えが増していきました。私はマッサージや身体をさするこ

としかできず、それなのに N さんは「ありがとう。ごめんね。」と言って下さいました。それ

がとても辛かったです。職員間でも、何ができるだろうと話し合い、たくさん悩みました。そ

のような中でも、N さんはたくさんお話を聞かせて下さいました。「私は今までたくさん頑張っ

た。最初は親のため、次は兄弟のため。悔いはない。あんたも誰かのために一生懸命頑張って。

そしたらいい人生になる。」 

 N さんは、最後の最後までたくさんのご友人に囲まれていました。コロナウイルス感染症

拡大防止のため面会は制限されていましたが、本当にたくさんの方が N さんのことを思い面

会に来られていました。 

           N さんの最期はとても安らかな表情をされていました。N さんに出 

会えて本当に良かった。誰もがそう思っています。ありがとうございま 

した。 
 



介護職に変わり感じたこと 

ユニット型特養 中西 弥生 

 

最初は、環境整備でユニット型特養勤務になり、半年後に介護職に変わりました。何の

経験もないまま介護職になり、業務の大変さや先輩職員が教えてくれることをなかなか

理解できず、足を引っ張ってばっかりで「自分には向いていないかも」と家に帰り悩むこ

とも多かったです。そんな私に、先輩職員が何度も移乗の仕方や、おむつ交換、食事介助

など丁寧に教えてくれました。いざ一人で介助するときは不安や戸惑いもありましたが

日々関りを持つ中で、利用者さんが私の名前を覚えて下さり、一つ一つの関りに対して

「ありがとう」と笑顔でかけて下さる言葉がとてもうれしかったです。コミュニケーション

や利用者さんの細かな変化に気付くことの大切さを感じました。介護職になり間もなく 3 年

経ちますが、まだまだ経験浅く、日々勉強の毎日です。経験を積み重ね、これからも成長し

ていきたいです。 

 

 

研修委員として 

 ユニット型特養 伊藤 勇介 

（介護福祉士） 

 

せいりょう園では、毎月「職員研修」を開催しています。奇数月は各事業所でテーマを

決めて行い、偶数月はせいりょう園での全体研修として全職員が出席し、研修委員会で立

てた年間計画に沿って行います。グループワークでの他事業所の職員との意見交換、討論

を行うことでの職員一人一人のスキルアップを目的としています。（現在はコロナ禍で全

体研修ではなく各事業所での研修です） 

 様々なテーマで研修を行うのですが、年間計画ですべきテーマが 2 つあります。それ

が「感染症」と「虐待・身体拘束」です。「感染症」については施設内で行っている対応

についてだけではなく、もし家庭内で発生した場合、自分がかかってしまっているかもし

れない、かかっている場合等、様々な場合や幾多の感染症を想定しての勉強会を毎年行っ

ています。「虐待・身体拘束」については事例をもとに、なぜ起こってしまったのか、起

こしてしまった職員の気持ちを考えてみてそうならないようにはどうしたらいいのか等

を職員間で意見交換を行いながら「虐待を起こさないためにはどうしたらいいのか」を考

えます。研修の後に「知ることができてよかった」「こういう考えに気付けた」という声を

聞くと研修委員として「やってよかったな」「気づいてもらうことができてうれしいな」と

思います。これからも職員のスキルアップにつながる研修を継続していき利用者の方へよ

りよいケアができるようにしていきたいと思います。 



訪問介護員としての思い 

ヘルパーステーション 一岡 久代 

（介護福祉士） 

 

訪問介護員として勤めて数十年が経ちます。その間、たくさんの方との出逢い、色々な思いがあ

ります。大変ではありましたが、様々な方との出逢いにより、学ぶことも多くありました。自分自身、訪

問介護員として成長させていただいたと思います。 

 寒い中の訪問、厳しかったです。みじん切りをたくさん作らなければいけなかった方の訪問。湯が

出ず冷たい水での調理・鍋洗い・油のついたフライパン洗い、なかなか油が取れず大変であったこ

と。汚染された中でご夫婦が生活されていた仮設住宅への訪問。少しの音でも注意され気が抜け

なかったリウマチの方の訪問。色々な思いはありましたが、皆さん大変な状況、状態でも一生懸命

生きておられる姿は、訪問を重ねることで感じとられました。訪問するお宅の生活スタイルを守りな

がらの支援は、訪問介護員として大切なことです。 

 措置から介護保険と制度が変化、決められた時間に要介護者の自宅に訪問し、ケアマネジャー

やサービス提供責任者と利用者・家族との間で決められていた必要な介護、サービスを提供してい

きます。在宅生活を支えていく中で、訪問介護員はとても重要な職種だと思います。利用者が在

宅で自立した日常生活が送れるようにサポートしていくことが基本であることを忘れないように支援し

ていくことも大切です。また、生活上のアドバイスや精神面でのサポート、家族へのサポートも訪問介

護員の仕事だと思っています。すべてをするのではなく、本人の持つ力、出来ることを見極めながら

支援していくこと。とっさの判断力、技術面も訪問介護員として必要とされます。たくさんの経験を重

ねることで自分自身成長していくと思います。 

訪問介護の仕事をもっと高く評価していただきたいと思います。皆さんには、少しでも訪問介護へ

の関心を持っていただけたら嬉しく思います。大変ですが得るものは大きいです。 

 

2 月 2 日節分当日、利用者様が一番楽しみにされていたのが恵方巻です。今年は南

南東。のり巻、玉子巻、1 本をペロリと食べられ「美味しいわー」「今日は何の日？」

「えっ？節分？」「3 日じゃないの？」と、楽しい昼食の時間でした。 

午後からは豆まき！段ボールで作った立体の鬼に向かって、鬼は外、福は内…福は

内、福は内と新聞で巻いた豆を力いっぱい投げました。「私は手が動かんでの…」と言

いながらも、左手でエイッ！と投げ「おっ！入った！」大きな口の中に大きな豆が入り

ました。「やったぁ～やったぁ～」「鬼をやっつけたよ」「今 

年はええ年や」両手を合わせて拝む人も。今年はいい年にな 

りそうです。朝早くからたくさんの巻き寿司を巻いてくだ 

さった調理師さんに感謝いたします。 

（デイサービス 富永 映子） 
 



『新型コロナウイルス』と共に 

訪問看護ステーション主任 藤井 知子 

 

 １年前の冬、「コロナ」という普段聞きなれない名前のウイルス感染症が中国で流行して

いるというニュースを聞いた時、まさか１年後に今のような事態になるなどとても想像でき

ませんでした。「新型コロナウイルス」は全世界へものすごい勢いで広がりました。未知の

ウイルスであり、病態が分からず、ワクチンもなく、治療も確立されていなかったのは事実

ですが、もう一つ大きなこととしては感染予防対策が不十分であるということだと考えられ

ます。 

感染予防対策とは、まずはコロナウイルスに罹らないためにウイルスが目や鼻・口につか

ないようにすること。そのために出来ることは何か、個人で出来ることとみんなで協力して

出来ることを考えることが対策に繋がります。新型コロナウイルスは咳やくしゃみ・会話で

の唾などの飛沫を吸い込むことや鼻水や唾などのついた手で目・鼻・口に触れることで粘膜

から感染します。それを防ぐためには正しくマスクを着用すること、ハンドソープを使用し

てしっかりと手洗いをする又は手指のアルコール消毒をすること、あちこちを触った手で顔

をさわらないこと、マスクをせずに会話をしないこと、狭い空間に多人数が集まらないこと、

人との距離をあけること、換気をすること等が主な対策です。これは一人が実践していても

うまくいきません。みんなが協力しあって行うことにより、感染の連鎖を断ち切ることがで

きます。 

せいりょう園においてもコロナウイルスを持ち込まない、感染拡大させないことを念頭に

置いて御利用者はもとより、職員及びその家族の健康管理に努め、感染予防対策を実施して

います。現在、兵庫県にも二度目の緊急事態宣言が発出されています。感染者数の増加・

病床の逼迫を日々耳にする現状においても一度目の時と比べると明らかに人出の減少には

至っていないようです。コロナウイルスをむやみに恐れてはいけませんが、正しく恐れるこ

とは大切です。感染拡大を防止し、感染者数減少に繋げるために私たちが出来ることは、一

人一人が正しい情報を入れ、感染予防対策を行うことです。 

今は暮らしにくいと感じる日々ですが、発想の転換を行うと、この機会に新しい生活スタ

イルや働き方を発見することも出来たのではないかと思います。また、この冬インフルエン

ザの流行が見られないのも感染対策のおかげです。 

コロナワクチン接種に関しては準備が整いつつあるようです。 

これからも気を緩めることなく、引き続き感染予防対策を行いま 

しょう。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 ２月１２日現在 】 

・サービス付き高齢者向け住宅 

① リバティかこがわ：４室 ② 自愛の家さくら：４室  

・グループホーム：空きなし ・グループホームまどか：空きなし   

・グループハウス岸本邸：１室 ・ケアハウス：空きなし 

［問合先］せいりょう園 ℡(079)421-7156／(079)424-3433        
 

 

～ 「地域サポート施設」として ～ 
 

  昭和６０年に定員５０名の特別養護老人ホームせいりょう園を設立し、平成８年に 

 軽費老人ホームケアハウス、平成１２年にグループホーム、平成２５年にサービス付 

き高齢者向け住宅をそれぞれ開設しました。そして令和２年に高齢者施設の新たな役 

割として、『地域サポート施設』の認定を受け、「２４時間見守りサービス」と「配食 

サービス」を行います。これまで地域の町内会やボランティアの方々・近隣住民の皆 

様に支えて頂いたせいりょう園が、地域貢献事業の一つとして行う事業です。 

 ２４時間見守りサービスは、独り暮らしの高齢者や高齢者世帯の方を対象とした見 

守りサービスで、週に１回お電話で近況や健康状態などをお聞かせ頂き、月に１回ご 

自宅を訪問させて頂きます。社会福祉士や介護福祉士、介護支援専門員など福祉の専 

門職が地域にお住いの高齢者の方々と定期的に関わりを持ち、住み慣れた自宅で安心 

して生活を送って頂く為のサービスです。 

体調の変化や困り事などをお話し頂く事で、高齢期に訪れる心身の変化をご自身が 

受け入れ、その先にある介護を要する生活を見据えてその方の暮らしを支える為のご 

相談をさせて頂きます。歳を重ねると、忘れる事や出来なくなる事があるのは当たり 

前ですが、ご家族には心配させたくない思いから、つい「大丈夫」と言ってしまい、 

ご家族が高齢による様々な変化に気付きにくい場合もあります。職員が定期的かつ継 

続的に関りを持つ事で、ご家族と共にその変化に応じた生活設計をサポートします。 

 このコロナ禍においては、地域の行事や集まりの多くが中止となり、人と関わる機 

会もおのずと少なくなっています。これまでのように地域の互助やご近所の繋がりに 

よる見守りが機能しにくい社会状況である今、社会福祉法人が地域貢献活動として見 

守りサービスに取り組みます。             

                   特養副施設長 武本 南緒（社会福祉士） 

 

［申込先］℡（079）421-7156「地域サポート施設」担当まで 

［料 金］見守りサービス：月額 3,000 円  

  

 【仏教講話のご案内】 ３月１日（月）１５：００～１６：００ 

〈 天台宗 鶴林寺 宝生院 幹敬盛住職 〉 

 ※会場は感染症対策を講じ、法人内事業所には中継を行います。 


