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訪問 介護 の持 つ力
ヘ ルパ ース テー ショ ンだい とう
所長

田 中洋 三

介護 保険 がス ター トし てから まる ４年 が経 過し 、厚 生労 働省が 「走 り
ながら 考え る」 と言 った この保 険も 定着 しつ つあ りま すが 、皆さ んの 印
象はど うで しょ うか 。一 方、保 険料 の負 担の 年齢 引き 下げ や利用 料率 の
アップ 、要 支援 や介 護度 １の利 用者 の一 部切 り離 し、 適正 使用の ため の
チェッ クシ ステ ム構 築、 障害者 支援 費制 度と の合 体な どの 様々な 見直 し
が検討 され てい ます。この 騒々 しい 様子を「走り なが ら考 える」から「 走
りなが ら思 いつ く」 の方 針転換 した と皮 肉る 一方 で、 厚労 省は計 算づ く
で周到 に準 備し てい ると も思え ます 。
私達 がサ ービ スを 提供 してい る訪 問介 護（ ホー ムヘ ルパ ー）は 、要 介
護状態 とな った 場合 おい ても、 その 利用 者が 可能 な限 り自 分の家 で、 自
分の能 力に 応じ て自 立し た日常 生活 が継 続で きる よう に、 入浴、 排泄 、
食事介 護そ の他 の生 活全 般にわ たる 援助 を行 なう もの です 。ただ 、措 置
から契 約に 移行 する に当 たり、 制度 の変 更に 伴っ て、 それ までの 柔軟 さ
（言い 換え れば 曖昧 さ） が整理 され 、す こし 紋切 り型 の仕 事にな った と
思われ るか もし れま せん 。
生活 に最 も密 着し たヘ ルパー には 生活 その もの への 支援 を期待 され る
事が多 いで すね 。長 年生 活して 大事 にさ れて いた 家を 隅か ら隅ま で手 入
れをし たい 、家の庭 の草 も引 いて きれ いに して花 や植 木に 水も やり たい 、

大事な お客 さん をち ゃん と接待 した い、 今の 自分 にと って 伴侶と 言っ て
も良い ぐら いに かわ いが ってい るペ ット を十 分に 世話 して やりた い、 大
好きな 美術 館に も行 きた い、毎 日の 血圧 を測 った り座 薬を 入れた りイ ン
スリン の注 射も して ほし い。そ んな 希望 を自 力で 出来 なく なった 自分 に
代って ヘル パー にや って ほしい 。そ れら は日 常生 活を 継続 して行 く上 で
の当然 の思 いに は違 い有 りませ ん。 でも 、介 護保 険の ホー ムヘル パー は
残念な がら やっ てく れま せん。 理由 は簡 単で 、ヘ ルパ ーは 家政婦 さん や
家族と は違 った 視点 から の業務 の成 り立 ちで 、こ れら のご 希望は 昔か ら
話題になっているようにその業務は組み入れられてお
らず 、「 やら ない」 と決 めら れて いま す。
出来 ない こと を理 由に ヘルパ ーに 不満 を持 たれ るの
は心苦 しい とこ ろも あり ますが 、私 自身 は利 用者 の方 々が いきい きと 生
活して ゆく 上で ヘル パー には出 来る こと が沢 山あ ると 考え ていま す。 私
達のス テー ショ ンを ご利 用の方 々の 多く は主 体性 を持 って 生活さ れて お
り（自 立し た生活 ）、様々 に自 分ら しさ を発 揮され てい ます 。その よう な
日常生 活を 継続 され るこ とをお 手伝 いす る事 はヘ ルパ ーの 喜びで す。 ヘ
ルパー の仕 事は 日々 の生 活に最 も密 着し てお り、 訪問 介護 の力を 利用 し
て生活 の質 を上 げて ゆく 、その 事に 視点 を置 いて 、ケ アプ ラン、 援助 計
画を作 るこ とが 大事 では ないで しょ うか 。出 来な いこ と
を補う のが 仕事 です が、 みんな の抱 える つら さの 中に 、
常に希 望を 見い だし なが ら生活 して ゆく お手 伝い が出 来
れば幸 いで す。

利用者様の声、家族介護等の日常のエピソード、俳句 ・
短歌・川柳・詩・挿絵・制作作品の写真等々ありました
ら掲載いたしますので御協力の程宜しくお願いします。
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福祉機 器（用 具）
１１ 月２３ 日（ 日）ヘ ルパー ミー ティン グ時に、福 祉 機器（ 用 具）について
グルー プワー クを行いました。一 言で福祉 機 器（用具）と 言っ ても種類がた
くさんあり 、ヘ ルパー 自身も 機能を充 分理 解する必要があり ます。
そこで、１２ 月 １３ 日（ 土）に ゴトウ・アズ ・プラン ニン グ 様へ 、福 祉 機 器
（用具）を見に行き、体験してきました。
浴槽内 で利 用す る椅 子
入 浴 の時 に そ
の ま ま利 用 で
き る シャ ワ ー
キャリ ー

消臭機能の
付いている
ポータブル
トイレ

座 椅子 に も なり
椅 子に も な る高
さ 調節 の で きる
椅子

自助具

移動用スロープ・
段差解 消機

リハビリシ ューズ は
片方ず つ購 入で きる
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車椅 子も 個々の
身体 状態に合 わせ
て 色々 種 類 が あり
ます・・

ヘ ルパー は介 助す
る 事は あっ ても 、
体験する 事はなか
なかないです・・

えて・・・

・ア ズ ・プ ラン ニン グ ”様に 於い て介 護用 品
た。
が 借 り られ る の か 、 購 入 出来 る の か を 再 確認
て 試し てみ るこ とが 出来 まし た。ケ アマ ネさ
の介 護度 に合 わせ 、介 護用 品を 選び 、よ り良
ルパ ーにリ レー され てお りま す。い くら 優れ
方法 が分ら なけ れば ヘル パー 失格 ！と、一生
まし た。
しま す。介 護用 品を 上手 に利 用して 、寝 込ま
ま しょ う、天気 の良 い日は 車椅 子で 散歩 に出
る 方は 手摺 りを 持っ て転ば ない よう にし まし
私 達も日 々努 力を し 、貴方 が貴 方ら しく あれ
手 伝い させ て頂 きた いと 思っ ており ます 。有
うご ざいま した 。
ヘル パー 柴田 多美 子
＊次回のヘ ルパー ミーティン グ特集は「 痴呆の接し方」について掲載する 予定です。
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何 気 な い 言 葉や 振る 舞 い
で 利 用 者 を 傷 つ け たり 不
快 感 を 与 え てし まう こ とが
あります
利 用 者との 適 切
な距 離を保つこと
を心掛けて訪 問
しています

利用者 の方々 には 長い 生活 があ り、
その習慣やリズムがしっかりと刻み
込まれ てい ます ので 、そ のリ ズム を乱
さずに一歩退いて援助する事を心掛
けてい ます 。孤独感 を訴 えら れた り今
まで出来た事が出来なくなってきた

思考・動作・ 会話
など利 用 者のペー
ス に 合 わせ る よう
にしています

時の不安は想像以上にあると思われ
ます 。自分 自身 が年 を重 ねた 時、同じ
事を思 うで しょ う。話を 聞く 時は 同じ
目線で 耳を 傾け 、あ りの まま を受 け止
め、共 感・共有 し、不安 が少 しで も緩
和され ると 良い と思 って います 。とは

ヘルパ ー 自 身 （ プ
ライベート）の事を
話す事は控えるよ
うにしています

いえ 、話の 共通 点が 見つ から ず、声掛
けする 事に 戸惑 いや 沈黙 があっ たり 、
何気な く言 った「～ して 下さ いね 」な
どの言 葉の 語尾 が強 く、不快 感を 与え
てしま う事 もあ るよ うで す。気を 付け
ていき たい とこ ろで す。利用 者の 方々
が長い人生を生きてこられた誇りを
尊重し 、尊敬 の念を 持っ て接 して いき
たいと 思っ てい ます 。
ヘルパ ー
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黒田 政美

私が利 用者の 方と 接す る時 に心 掛け てい る事は 、ま ず作 業に 取り
組む前 に利 用者 の方 と挨 拶や会 話を 交わ しつ つ、その 方の 顔色 や表
情、い つも と違 う所 がな いか など観 察す る事 です 。当 たり 前と 言え
ば当た り前 の事 なの です が、意外 とこう いう ごく 普通 の事 を見 逃し
がちな ので はな いか と思 います 。確かに 与え られ た仕 事を 一生 懸命
こなす 事も 大事 です が、ちょ っと した挨 拶や 会話 を交 わす 事に よっ
て、病 気な どの 早期 発見 や、利用 者の方 が抱 えて いる 悩み など を見
つけら れる かも しれ ませ ん。そして 、そ の会 話の 中で も相 手の 事を
考えた 言葉 遣い や目 線や 表情 、共感 的態 度を もっ て接 する 事で 、よ
り良い 関係 を築 く事 がで きると 思い ます 。
この よう な一 つ一 つの 心掛け が 、これ から のい い介 護に つな がれ
ばいい なと 思い ます 。
ヘ ルパ ー 和田 茂美

話し 上 手ではなく 聞
き 上 手 になる よう に
心掛けています

ある訪 問先 では 、身 寄り がな く一 人で
生活し てい るた め、生涯 在宅 で過 ごせ た
らと望 んで おら れま す。足が 弱く 、外 出
は困難 、まだ ら痴呆 はあ るが 金銭 的な 事
はしっ かり され てい ます 。他 県よ り転 居
し て １ ０ 年 。 腰 を 据え て 住 居 内 で の 移
動 、 玄 関 先 又 は 勝 手口 ま で 出 る の み で
す。人との 出会 いは 殆ど 無く 、毎 日寂 し
い日々 を過 ごさ れて いま す。気が 強く て
頑固な 所も あり ます が、 いろん な問 題 、
悩みを 一人 で背 負っ てお られま す。
利用 者と は、常に 接す る折 、共 有共 感
を持ち 、そ の人 なり の気 持ち にな り、精
神的心 の傷 、不 満等 を少 しで も癒 し、納
得する まで 話を 良く 聞い て上げ 、聞き 上
手にな れる 様心 掛け 、精 一杯 努力 し努 め
たいと 願っ てい ます 。
ヘルパ ー 栄浪 良子

＜分かり易く説 明するための心掛けとして＞
早口で話 さないようにしています
専門用 語はできるだけ使わないようにしています
一度に理解するのは難しいのでいくつかに分けて説 明しています
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介護の現場

事故

当 事 業 所で は、 介 護 の 現 場に 於いて 発 生 した「 ヒ ヤ
リ・ ハッと」 や「 事故」 の報 告を受け 、できる だけ迅速に 対
応し、 今後、 重大 事 故につながらない為に要 因を調べ 、
対策を考えています。平成１ ６ 年３ 月までの、ヘ ルパー ス
テーション だいと う「 ヒヤリ ・ ハッと 」「 事故 報告 書」 集の統
計です。 些細 な事でも「 ヒヤリ ・ ハッと 」と 認 識し、 今 後、
ス タッフ の 意識 改 善と 、 サー ビ ス の質の 向 上に 、 努めて
いきたいと 思っております。

＜ 身 体介 護 ＞

① 訪問 １４ 件

②入浴 介助 ６件

遅刻・時間の間違い・
道に迷う

シャワー や浴槽内
の温度調 節ができ
ていなかった

③食事 介助 ５件

④オム ツ交 換 ４ 件

摂取中に咽せ込む

陰 臀 部 洗浄 時 のお 湯 の 温
度がぬるかった
オムツ交換 に戸惑 って時間が
かかり恥ず かしい 思いをさせ
てしまった

⑤整容 ２件
爪切りにて指を
傷つけた

⑥外出 介助 ２件

⑦移乗 介助 １件

外出中に体調不良になった

利用者 を勢 いよく
座らせてしまった

事故

＜ 生 活援 助 ＞

②調理 ３件
①掃除 ６件
物・家具を壊す
障子を破く

皿を割ってしまった
鍋を焦がしてしまった

②買い 物 ３ 件
買い忘れがあった
卵を割ってしまった
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③その 他 １ 件
布団干しの際、ジョ
ウロに引っ掛かり
濡らしてしまった

ひやり・ハッと
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＜ 身体介 護 ＞

②入浴 介助 ６件

①外出 介助 ７件

足元が滑りふらついた

老 人 車・ 車 椅子 が
段差に引っ掛かる

③移乗 ・移 動介 助 ５ 件

④痴呆 者へ の対 応 ４ 件

立ち上 がり・ 歩行
時にふらついた

外 出時 目を 離し た
時 に他 の人 につ い
て行った

⑤オム ツ交 換 ３ 件
ヘルパーか利用者の体
がベッドのコントロー
ラーに当たり動く

ひやり・ハッと

⑥服薬 １件
飲みこぼしがあった

＜ 生活援 助 ＞

①掃除 ２件

②調理 １件

破損しそうになった

噴きこぼれ

事故・ヒヤリ・ハッと！

・ 私たちの基本理念 ・
私たちは日常 生活の 支援を 通してその人がその人ら しくあるこ とを守ります 。

〒 670- 0962
姫路市 南駅 前町 ６６ 番地 戸田 ビル ２階
ＴＥＬ ０ ７９ ２－ ２３ －５０ ０９
ＦＡＸ

０ ７９ ２－ ２３ －５０ １９

介護保 険事 業所 番号 ２ ８７ ４０ ００ ８７6
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