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６年目の 介護 保険
ヘ ルパ ーステー ション だいと う
所長

田中 洋三

平成１２ 年から 始まった 介護保 険も丸 ５年を経 て、６ 年目に突 入しま し
た。１７年 度は改 変時期に 当たり 、いく つかの制 度の見 直しが行 われて い
ます。振り 返って 、この５ 年間に 介護保 険のもた らした ものを考 えてみ ま
しょう。
保険料、税 金、一 割の利用 者負担 で成り立 ってい る介護 保険は集 めたお
金を介護保 険のみ に使用さ れる点 、利用 は措置か ら利用 者の選択 へと変 わ
りました。 以前に 比べて使 いやす くなっ た介護の サービ スは、こ れまで サ
ービスを提 供して いた社会 福祉法 人や医 療法人に 加えて ＮＰＯ法 人や民 間
企業も参入 してい ます。在 宅のサ ービス の多くは 一部過 剰気味に 数量的 に
揃ってきて 利用し やすくな り、自 己決定 も行いや すくな りました 。量的 に
不足とされ ている 施設サー ビスも 徐々に ではあり ますが 個室が原 則で整 備
されつつあ ります 。また、 利用者 の要望 を叶えつ つ専門 的なケア を提供 す
るためにケ アマネ ジャーの 制度も 創設され ました 。
一方で課 題とし て、措置 時代と 違って 福祉サー ビスが 利益に結 びつき 、
また、利用 料の割 安感から 事業所 と利用 者双方か らの必 要以上の 過剰な 利
用が散見さ れ、自 立の阻害 と保険 料など の費用の むだな 拡大が取 りざた さ
れています 。
以上が背 景の一 つとなっ て１７ 年度から の改正 が準備 されつつ ありま す。
箇条書きに してみ ますと、
１，

予防重視型 システ ムへの転 換

（１）

新予防給付 の創設

（２）

地域支援事 業の創 設

２，

施設給付の 見直し

（１）

居住費・食 費の見 直し

（２）

低所得者に 対する 配慮

３，

新たなサー ビス体 型の確立

（１）

地域密着型 サービ スの創設

（２）

地域包括支 援セン ターの創 設

（３）

居住系サー ビスの 充実

４，

サービスの 質の確 保・向上

（１）

情報開示の 標準化

（２）

事業者規制 の見直 し

（３）

ケアマネジ メント の見直し

５，

負担のあり 方・制 度運営の 見直し

６，

被保険者・ 受給者 の範囲（ 附則検 討規定）

７，

その他

などです。 詳細に ついては 改めて お知ら せする機 会もあ ろうかと 思いま す
が、役所か らの広 報や報道 にも関 心をお持 ちくだ さい。
改正の動 機には 財政難が 大きな 陰を落 としてい ますが 、措置時 代とは 比
べものにな らない ぐらい利 用しや すくな った反面 、不適 正な利用 、自立 を
阻害する利 用が気 になりま す。
高齢で生 活障害 を持ちな がら日 常生活 を継続し てゆく には段々 とやり に
くい世の中 になっ てきてい ます。
利用者が昔 と違っ て寿命が 延びて 、高齢者 、超高 齢者で ある。家 族の結
びつきが弱 くなっ て、高齢 者を支 える力 も弱くな ってい る。いわ ゆる少 子
高齢化の影 響です 。加えて 、自然 発生的 な地域社 会の支 え合いが 希薄に な
ってきてい る。国 や自治体 の財政 が困窮化 してい る。
そのような 時代背 景の中で 、たと え身体が 不自由 であっ ても尊厳 ある生
活、言い換 えれば あるがま まの自 分で日 常生活を 継続す るには、 今後と も
社会的支援 が必要 で、介護 保険の 意義は 皆が認め るとこ ろでしょ う。介 護
保険は生活 のすべ てを支え るわけ ではあ りません が、老 後の大事 な武器 と
して大切に 考える 必要があ ります 。必要 に応じて 改正が 行われま すが、 常
に適正に利 用し、 徐々に介 護保険 が豊に なってい くよう 、当事者 である サ
ービス提供 者の私 たちとと もに皆 様利用者 自身も ご協力 をお願い します 。
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これからの季節は暖かい日も増え、桜
花 満 開の 好 季 節になり お出 かけ には 快
適な時期です。家族と外 出することで気
分 転 換にも なり ますの で 車 椅 子を 使 用
しながら 外 出さ れる 介 護 者の 方に 一 言
アド バイスを載せています。

車椅子の 扱い方
・急に車椅 子を動 かすとビ ックリ するため 介助す る時は 、必ず声
かけをして から行 います。
・車椅子に 乗せる 前にアー ムレス ト（足置 き）は 上がっ ている
か、ブレー キはか かってい るか、 タイヤに は空気 が入っ ている
かの確認は 必要で す。
・車椅子介 助を行 う時は前 後左右 に注意し 、利用 者にも 注意
しながら、 ゆっく り押して いきま す。
・室内で車 椅子介 助を行う 時は、 スムーズ に移動 が出来 る
ように廊下 や室内 に物を置 かない 様にしま しょう 。

外出時の 注意点
・介護 する 時に不 快や 不安 を抱く こと によ り今後 の外 出や 生活面
の行動 を嫌 がるこ とに なり ます。 （砂 利道 は平 坦な道 より 振動
が激しいの で注意 しながら 押すよ うにしま しょう 。）
・坂道 の時 には上 りは 前向 き、下 りは 後ろ 向きに する こと で恐怖
心を軽減で きます 。
・長時間車 椅子に 乗ってい るとお 尻が痛く なるた め座布 団
などを敷い ておく と痛みが 軽減さ れます。
・帽子、寒 い時は 防寒着又 は膝掛 け、飲み 物など を忘れ ず
に持ってい きまし ょう。
車椅子介助のワン ポイン ト

自然災害は いつ、 どこで起 こるの かはわか りませ
ん。特に、 地震は 、台風や 豪雨に よって発 生する 風
水害と違い 、被害 がでるま でに時 間的な余 裕があ り
ません。
いざと いう とき にあ わて ず、 被害を 最小 限に 食い
止めるため日頃から備蓄品や非常持ち出し品を準
備、又 家具 の置 き場 所など に工 夫す るな どの 備えを
しておきま しょう 。
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介護の 現場では『 事故 が起こらないよ うに、事故を 起こさな
いよ うに』と配 慮しながら 介護サー ビス に 取り 組んでいます。し
かし介護現 場ではヒヤリ としたり 、ハッとしたり を体験し、なかに
は介護事故になっ てしまっ たこともあり ます。
当事業所の事 例から介護事 故になった原因と 今
後の対策について考えるため２ 月２７日のヘ ルパー
ミー ティン グで介 護 事故について グルー プワー ク を
行いました。

介護事故

生活援助 時 介護 事故

昼食を作 りなが ら洗濯 をして
いたら鍋 を焦が してし まった 。

食 器を 拭 い てい る 時 に皿 を落
としてし まった 。
（洗 っ て いる 時 に 手が 滑 り食 器
を割って しまっ た。）

＜事故原 因＞

＜事故原 因＞

火元から離れる時、ガ スを
点けたまま にして いた。

洗剤を使っ ていた ため手が 滑
った。

＜対

＜対

策＞

火元から離れる時は消 し忘
れの確認を怠らないようにし
ましょう。

食器を洗う時は扱い方に十分
気を付け配慮を怠らないように
しましょう 。

調理 し て いる 時 にガ ス レ ンジ
のそ ば にあ っ た 布巾 と タッ パー
を焦がし てしま った。

【介助の ポイン ト】
物品を破損する 事故では利 用
者にとっては精 神的ダメー ジ
となる場合があ ります。一 般
的に売られてい る食器であ っ
ても利用者にと っては宝物 か
もしれませんの で粗雑に扱 わ
ないように しまし ょう。

＜事故原 因＞
火の近くに 燃える ものを置
いていた。

＜対

策＞

策＞

燃え やす い物 を 置か ない よ
うにしまし ょう。
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ヘルパーミーティング

体位交換 時 介護 事故

ベ ッド の コ ント ロ ー ラー がヘ
ルパ ー の 身体 に 当 りベ ッ ドが 上
下に動い てしま った。

お むつ 交 換 後 に利 用 者 がベ
ッドから ずり落 ちてい た。

＜事故原 因＞

＜事故原 因＞

ベッ ド周 囲の 安全 確認 をせず
に業務して しまっ た。

ベッド柵を戻 し忘れて い
た。

＜対

＜対

策＞

策＞

必ずはずした 物は元に 戻
しベッド周囲の確認を 怠ら
ないように しまし ょう。

ベッ ドが 誤っ て動 くこ とで利
用者の 手や 足が 柵に 挟ま って し
まうこ とが ある ため 介助 時に は
コント ロー ラー は身 体が 当ら な
いとこ ろに 置い てお くよ うに す
るとよいで しょう 。

【介助の ポイン ト】
・ いつ も安 楽・ 安全 な 体位 が保 てる よ う、 身体 の位 置を
かえて一部 分に体 重がかか らない ようにし ましょ う。
・ 利用 者 に残 っ て いる 機 能( 残存 機 能) を引 き だ し、 自立
を促 しな がら 利用 者 のペ ース に合 わ せて 介助 を行 いま
しょう。
・ 床ず れの 有無 を確 認 し、 姿勢 を保 持 しや すい よう にク
ッションや バスタ オルなど を利用 する事も ありま す。
・ シー ツや パジ ャマ は 床ず れ予 防の た めに もし わを 作ら
ないように 注意し ましょう 。
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食事 介護 事故
口 腔内 に 食 べ 物が 残 っ てい
た まま 口 を 開け た た めに 介 助
時にむせ 込んだ 。

食 事 摂 取 は 自 立 し てい る
が、かき 込みや すいため 、む
せ込むこ とが多 い。

＜事故原 因＞

＜事故原 因＞
食事形 態・ 食物 の大 きさ に配 慮
が足りなか った。

＜対

策＞

利用者 個々 の状 態に 合う 食材 ・
調理法 、又 トロ ミを 使用 する 等の
工夫により 対応し ましょう 。

飲み 込み を確 認せ ずに 介助
した。

＜対

策＞

介助 時、 口腔 内の 食べ 物を
しっ かり 飲み 込ま れた 事を確
認し 、利 用者 のペ ース に合わ
せゆっくり 介助し ましょう 。

【介助の ポイン ト】
・ 目覚めの 時は意 識の有 無を確 認し、 はっき りして か
ら介助しま しょう 。
・ 飲み込み 易い、 誤嚥の 起こり にくい 姿勢を 保持し ま
しょう。（ 安楽体 位を保つ 事が大 切でしょ う。）
・ 熱い汁や 熱い食 べ物は 火傷す ること もある ので人 肌
ぐらいに冷 まして から介助 を行う とよいで しょう 。
・ 利用者のペ ースに 合わせて 介助を 行いまし ょう。
・ 口腔内の 不潔は 食欲不 振や肺 炎の原 因とも なるの で
食後には 口腔ケ アを行 いまし ょう 。（口 腔内を 清潔
にするこ とは気 分を爽 快にし 、食 欲を増 進させ る事
にもつなが ります 。）
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入浴 介護 事故
浴槽内で 立ち 上がる 時、手 すり
を持って いた が体の バラン スを崩
し壁に頭 をぶつ けてし まった 。

シ ャワ ー チ ェ アか ら 立 ち上 が
る時に足 が滑っ てしま った。

＜事故原 因＞

＜事故原 因＞

ヘルパ ーは 側に いた が確 認を 怠
り、立位時 にバラ ンスを崩 した。

滑りや すい タイル の上 にシ
ャンプー や石鹸 の泡が 残って
いた。

＜対

策＞

湯の中 では バラ ンス がと りに く
いため 、介 助す る時 には 利用 者の
移動が 妨げ にな らな い様 に腰 を支
えると安定 するで しょう。

【介助の ポイン ト】
・ 入浴前 に全 身の様 子を みて
健康チ ェッ クする 事が 大切
でしょう。
・ 部屋か ら浴 室まで の安 全を
確 認す る 事 が大 切 で しょ
う。（ つま ずきそ うな もの
は置か ない ように しま しょ
う。）
・ 冬の入 浴は 浴室内 と浴 室外
の 温度 差 に 注意 し ま しょ
う。(入浴前に熱い シャワ
ーを出 し、 浴室内 温度 を上
げてお く方 法もあ りま
す。)
・ 入浴後 の保 温と水 分補 給は
忘れな いよ うにす る事 が大
切です。
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＜対

策＞

滑りや すい 場所で の入 浴介
助で は 、足 元は 特 に危 険で
す。石鹸 の泡な どは十 分に洗
い流し動 き易い 状況の 確認を
して か ら立 位を と りま しょ
う。

当 事 業 所で は 幸 いに
し て 大き な 事故 に至 る
介 護 事故 は 発生 して い
ま せ んが 、 これ から も
ヒ ヤ リ・ ハ ッと をヘ ル
パ ー ひと り ひと りが 意
識 し 事故 防 止に 取り 組
ま な くて は なら ない と
実 感 して お りま す。 大
き な 事故 を 防ぐ 為、 皆
様からも良い
アドバイスが
有ればぜひお
知らせ下さい。

ヘルパーミーティング

簡単レシピ

この季節に採 れる 春キャベ ツ
は、 甘くて 柔ら かく 食べ や すい
ので 、 食 材 にキ ャベ ツを 使 っ た
簡単レシピを一度試 してみては
いかがでしょ うか。

＊キャベ ツ＊

＜キ ャベツ スープ ＞
材料

1 人分

キャベ ツ 1 枚
たまねぎ 1/8 個
トマト 1/３ 個
卵 1個
コン ソ メス ープ１カップ
塩コ ショ ウ少々

＜キャ ベツの 煮物＞

① キャベツは 3 センチ 四方に ざく
切り にし 、 たま ねぎ 、ト マ トは
サイコロ状 に切る 。
卵は溶いて おく。
② 鍋に コ ンソ メス ー プと キ ャベ
ツ、 たま ね ぎを 入れ て軟 ら かく
なるまで煮 る。
③ トマ トを 加 え、 もう ひと 煮 たち
させ て、 塩 コシ ョウ で味 を 整え
溶き卵を流 す。
＊冷蔵庫 にある余 り野菜 を加え て、
具だくさん にして もよいで す。

材料

1 人分

キャベ ツ 1 枚
人参 1 セン チ分
ツナ缶 1/３ 缶
めんつゆ( 市販) 大さじ２

① キャベツは 3 センチのざく切
り、人参は 短冊切 りに切る 。
② ツナは油を 切って おく。
③ めん つゆ に キャ ベツ 、人 参 、ツ
ナを 入れ 軟 らか くな るま で 煮込
む。
（野菜の 水分がで るため 水は入 れな
くても良い です。 ）

・ 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６ ６番地 戸田ビ ル２階
ＴＥＬ ０ ７９２ －２３－ ５００ ９
ＦＡＸ ０ ７９２ －２３－ ５０１ ９
介護保険事 業所番 号 ２８７４ ０００ ８７６
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