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特 集

新型コロナウイルス
利用者の状態変化にどう対応する？

新型コロナウイルス感染者の数は増加が続いており、訪問介護事業者や訪問介護員の方々は、利用者を感
染から守り自らも感染しないため、通常時にはない配慮を行い、神経をすり減らしながら業務に当たってお
られることと思います。
一方、利用者においても、ステイホームや通いの場の閉鎖、また、感染への恐れや家族の在宅勤務による
訪問介護の利用控え等、これまでの暮らし方を変えることを余儀なくされました。
しかし、次第に日常生活が戻っていく今、
「 訪問先の利用者さんに状態の変化が見られる…」という声も寄
せられています。休止していた介護サービスが再開され、状態像の変化が見られた利用者に対し、訪問介護
はどのような関わりをしているのでしょうか？
会員さんから
寄せられた声

孤食になり、体重減少

自宅で食べすぎて体重増加。
膝痛から歩行に支障がでている

足の力が弱って
転倒して骨折

テレワークの家族と家に籠りきりに
なり認知症が悪化

トイレまでの移動に支障が生じ、
排泄が間に合わなくなった

なぜか、誤嚥性肺炎になる方が
増えている。話さないから？

事例をご紹介
休止サービスが再開
状態変化があった利用者に、訪問介護はどう対応している？

事例①

女性・要介護1・独居

感染を恐れた利用者からの申し出により、4月初旬～ 5月後半まで訪問休止。
5月後半よりサービス再開。
これまで


訪問介護を週 4回実施（1-6で買い物同行、共に行う整理整頓、入浴の見守り・一部介助）。
コミュニケーションを重視しながら介護を実施。

訪問休止後の様子

訪問休止から1ヶ月程経過した頃、利用者の状態を確認するため、サービス提
供責任者が利用者宅を訪問。今までは何もつかまらず廊下を歩行できたが、
「人

が誰も来ないので昼間も寝巻のままよ」と壁にもたれて出て来る。調理は、これまでは自分で行っていたが、毎
晩、配食サービスを利用していると言う。外へ出ることはなくなり、買い物は近所の人に行ってもらっている。

サービス再開：プラン内容を変更して実施
● 従来サービス「 買い物同行」に「 歩行器利用」を追加
●「1-6


共に行う調理」を追加（ これまで得意だった調理に再度、自信を持って取り

組んでいただく）
● 家族の役割を明確化 ⇒ 部屋の整理整頓（ 共に行う）、土曜日の訪問、通院の同行

現在は

ヘルパーと一緒に調理をすることにより、意欲や食欲が出てきて、サービス再開後 2
週間ほどで、普段着に着替えてヘルパーを待つようになる。
「 お弁当は味気ないのよ」と

利用者自身で作った食事に「 おいしくできた！」と笑顔になる。近所のスーパーへの買い物も、歩行器を
利用し、週に 1回ではあるが外出できるようになっている。今後も、1-6での支援とコミュニケーション
により、利用者が自立した日常生活を継続できるよう支援を行いたい。
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新型コロナウイルス

事例②

利用者の状態変化にどう対応する？ 特集

女性・要介護2・認知症・同居家族あり

同居家族が在宅勤務に。申し出により訪問（ 週 4）
・デイ（ 週 1）の利用休止。
1か月後にサービス再開。
これまで


訪問介護を週 4回実施（1-6で共に行う調理、買い物同行、入浴の見守り・一部介助）。

訪問休止後の様子

家族は、利用者がこれまで自分で行っていたことをすべて代わりに行ってし
まっている。利用者が昼夜逆転の生活になったことから、家族から相談の電話

があり、サ責がケアマネと共に訪問すると、利用者には明らかに認知症の進行が見られた。
これまで訪問介護では、1-6により、利用者が行えないことのみを支援する関わり方をしている。特に、
利用者の得意な調理に関しては上手に行うことができており、若いヘルパーに味付けの方法を教える等、
やり甲斐を持って取り組んでおられた。
サービス再開時には、気分の落ち込み、意欲の低下、これまでできていたことができなくなる、認知症の
悪化等が見られた。

サービス再開：家族の協力を得て実施
● 家族は現在も在宅勤務を継続しているが、利用者の残存機能を活かし悪化させない関わり方を家族に
説明し、実行してもらっている。
● ヘルパーは 1-6での支援を再開。

現在は

サービス再開後すぐは、ヘルパーの働きかけに対する反応が乏しかったが、入浴・買
い物はヘルパーと共に行うことで、2回目から笑顔が見られるようになる。また、再開

後すぐは、得意の調理にもやる気が見られなかったが、コミュニケーションを重視し繰り返し行うことで、
1か月後は調理に取組めるようになった。昼夜逆転生活も改善し、家族は「 認知症の母でもできることが
あるのね。本人に役割があることは生き甲斐になっているのね」と訪問介護継続を強く希望されている。
（ 事例提供：千葉支部）

訪問介護の力
日本ホームヘルパー協会副会長・島根県ホームヘルパー協会会長
黒松  基子
新型コロナウイルスの影響で訪問休止となり、状態の変化が見ら
れた利用者さんの 2事例をご紹介しました。いかがだったでしょうか。
ここでご紹介した 2人の利用者さんは、訪問介護員との関わりや
コミュニケーションの再生により、
「 まだここ（在宅）で暮らしていける！」と自信や笑顔を取り戻されました。
訪問介護員が継続して介入することの意義を感じられますね。
訪問介護員は、利用者さんにとって、一番近しい他人かもしれません。その方が自信のない時も寄り添い、
理解し、前を向けるよう笑顔で接し、その方の力を信じ引き出します。利用者さんの一番の理解者でいるこ
とです。
訪問介護員は、その方を理解し、状態悪化の兆候をいち早くとらえ、悪化を断ち切り改善を図る役割、利
用者さんの主体性のある暮らしを再構築する役割を担っていることをもう一度確認しましょう。
ヘルパーにとっても、退居の際に利用者さんの笑顔を見ると、とてもうれしいものですね。笑顔は元気の
源です。明日も笑顔で元気に活動しましょう！
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ヘルパーの主張
共に成長できる事業所を目指して
日本ホームヘルパー協会北九州支部

ヒューマンブリッジ（株）ヘルパーステーション

ヒューマン

荒牧  由紀

皆さんこんにちは。私は、
「 クオーレ三光」というサ高住の中に併設するヘルパーステーションで働き始め
て 4年になり、サ責になって 2年ちょっとのヘルパーです。暑い季節になり、汗かきの私は利用者さんからよ
く「 汗がすごいよ……」と声をかけられています。ヘルパーあるあるですかね。
●入職に迷いもあった
訪問介護の仕事を始めて 4年経ち、最近よく思うことがあります。それは
20代、30代の若手ヘルパーさんがもっと増えたらいいな…ということです。
どこの事業所でも人手不足が問題になっています。
「 訪問介護」というと料理上手で掃除ができて何でもてきぱきとこなせて、
介護の知識が豊富で…といったイメージが私にはありました。以前より介護
職や訪問介護に興味があった私ですが、そんなイメージがハードルとなり、ヘルパー 2級を取ってからも介
護職に就くことはありませんでした。しかし、祖母の脳梗塞を機に祖母の家に来て下さるヘルパーさんと知
り合ったことで、
「 やはり介護の仕事をやってみたい！」と思うようになり、現在に至ります。
●若いヘルパーさんたちに思うこと
私の勤める事業所は 20代～ 50代と幅広くヘルパーさんが活躍しています。若いヘルパーさん達は育児や
学校行事、子供さんの急な病気など仕事と家庭に日々奮闘されています。ものすごいパワーと行動力です。
そんな若さと元気の良さはきっと利用者さんを奮起させてくれていると思います。物事の捉え方や考え方も
新鮮でこちらも勉強になります。
私は今、そんな若い方達がヘルパーとして成長し育っていける環境を整えていけたらと感じています。子
供さんが小さいうちは急な休みもあり「 言いづらいな、休みにくいな」と思われるようですが、私も子供が小
さかった頃、沢山迷惑をかけながらも気持ち良く休ませてくれた先輩ママたちのおかげで仕事を続けられた
と思うので、女性が働く職場では「 持ちつ持たれつ」だと思います。
●訪問介護業務の素晴らしさを伝えていきたい
私がヘルパーになった当初、先輩ヘルパーさんには調理のメニューや時短方法、利用者さんとの関わり方、
体験談など色々な事を教わり実践し体感する日々の繰り返しで、少しずつ成長し自信につながっていった気
がします。私もそうやって育ててもらったように訪問介護に不安を
持つ若いヘルパーさんやヘルパーの仕事をやってみたいと思ってい
る方に訪問介護の素晴らしさや、利用者さんとの関わりの中で自分
自身も沢山成長出来ること、体力面、精神面でも大変な仕事ではあ
りますが、それ以上のやりがいがあることを伝えられたらと思って
います。また、経験豊富な先輩ヘルパーさんとの交流の場や、訪問
介護に興味のある方の訪問体験などあったらどうだろう？研修に調
理実習や高齢者向けのメニューの勉強会はどうだろう？と思ってい
ます。できることから一歩ずつ、事業所の仲間と作っていこうと思
います。
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こんなときどうする？ 業務の困った解決策
今月の困った

腐った食品の処分に困っています

利用者が以前買ってきた刺身が今日も台所のテーブルに置いてありました。冷蔵庫に入
れた様子もないので、おそらく2日は経っているでしょう。時々このようなことがあるのです
が、色が変わったりすえた臭いがしても「今晩食べようと思っていたの。そこに置いたまま
でいいわ。」と、生のまま食べようとするので心配です。また、煮物も数日間そのまま放置
されていることがよくあります。腐ってきているような臭いがしても、
「火を通した料理だか
ら大丈夫よ。」と捨てようとしません。どうしたらよいでしょう。
対応のポイント

日本ホームヘルパー協会
会長 青木  文江

人間の五感（ 視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）は加齢とともに鈍くなると
言われています。特に視覚や聴覚の衰えは顕著ですね。皮膚感覚や味覚も
徐々に衰えてきます。嗅覚にも同じことが言えますが、緩やかに鈍ってく
るので利用者自身が気づいていないことも多々あります。以前と変わらな
い感覚で「 大丈夫」と判断してしまい、傷んだ食品を口にしてしまうことも
少なくありません。その結果、お腹を壊して大変な思いをするのは利用者
本人ですから、このような状況を避けるために、ヘルパーはどう関わるべ
きか一緒に考えてみましょう。

「保存」に重点をおきましょう

食中毒はいつでも起こり得るものとして細心の注意が必要です。傷んだものを食べないことが原則ですが、そ

のことを理解して頂くのは容易ではありません。こちらから先に「 傷んでいるから捨てましょう」と切り出せば、
利用者は「 大丈夫」と思い込んでいるのですから、訪問介護員との関係が悪くなってしまうこともあります。利用
者に丁寧に説明しても、臭いを嗅いでいただいてもあまり効果は期待できそうにもありませんね。

可能な限り利用者との良い関係性を維持しながら、食中毒を防ぐには「 保存」に重点を置きましょう。1回分の

量を決めて残りの分を小分けにし、次回に食べる分は冷蔵庫に、その他の分は冷凍庫に保存することを利用者に

提案することも一つの方法です。保存の際には、安全や衛生面に配慮し「 鮮度」が分かるよう、調理した時の「 日

付け」を書き込んでおきましょう。
「 捨てましょう」と言うよりも「 このように保存してみてはどうですか」という
提案の方が、利用者にとって受け入れやすいですよ。

陶器だと冷凍
や積み重ねて
保存しにくい

蓋 付きの保 存 容 器だと、
「握力」が弱くなっている
人には開けにくい

利用者と共に冷蔵庫の整理を行ってみましょう

利用者と一緒に冷蔵庫の整理整頓を行うことも効果的です。ヘルパーの

最近はつまんで開けることができ、
冷凍保存やそのまま電子レンジにか
けられる便利な使い捨て容器もあり
ます。日付けも記入できるので、古
いものが残ってしまう心配もいりま
せん。陶器にこだわりすぎず活用し
てみましょう！

手助けにより、利用者にも食品の管理に関わってもらうことで、食品への

意識づけや、古い食品を整理するきっかけにも繋がります。この場合は、
「生

活援助」ではなく老計 10号 1－ 6の「 身体介護」に相当しますので注意しま
しょう。また、テーブル上に何日も食品を放置しておくことがないように
訪問回数を増やすことも一つの方法です。

いずれの場合にも、利用者の同意が必要なので、一人で悩まず、まずはサー

ビス提供責任者に相談してみましょう。

本記事及びイラストは「 こんなときどうする？ホームヘルパーの実践ポイント 100」
（ 日本ホームヘルパー協会著及び監修／発
行 2007 年日本医療企画）を基に当協会が作成したものです。なお、本書は現在、在庫切れ・重版未定でご購入いただくこと
はできません。
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事業所紹介
事業所で行っている工夫、特徴ある取組等をご紹介します。
皆さまの事業所運営のヒントとしてお役立てください。

セルフマネジメト方式で人材難に打ち勝つ！
訪問介護事業所

ニカサ西ヶ原（東京都北区）
所長

谷本  馨

「 もっと、ご利用者様を第一に考えたい、地域に貢献できる事業
所を作りたい」と、平成 28年に東京都北区にて事業所を設立しま
した。介護保険の訪問介護、障害福祉サービスの居宅介護、総合
事業のほか、なかなか受け手が見つからないといわれている重度
訪問介護、移動支援のサービスも行っています。
●人材難の中ですが、職員が増えています！
当事業所のモットーは、
「余裕を持って楽しく介護の仕事をしよう！」です。従って、シフト調整が難しくなる度に
新しいヘルパーさんを雇用し、当初5人で始めた事業所は、4年経った現在では総勢25名となりました。
介護の人材不足が叫ばれる昨今、当事業所でも、人材の確保に散々、頭を悩ませてきました。しかし、ヘルパー
の皆さんの働き方を「 セルフマネジメント」方式に変えた頃から、面接者がどんどん増えてきました。
●異業種からの転職、リタイア後からの入職者が増加！
 寄屋大工や寿司職人、旅行会社などから転職があ
数
りました。
●正社員率が6割に！

当事業所の「セルフマネジメト」方式
出勤時間、退勤時間、休憩時間、希望給与な
どを、一人ひとり本人に決めてもらい、思い
通りの働き方ができるよう個別に対応。

 ート率が高かった頃よりも、時間の余裕、心の余
パ
裕が生まれました。
●サ責のアセスメントやモニタリングにしっかり時間
が使えるように！

●目標は離職率ゼロ！ストレスなく楽しく働ける環境作りを行っています
ヘルパーさんそれぞれの得意分野を活かしたサービス提供ができるよう、シフトの調整も工夫しており、ス
トレスなく楽しく勤務できる体制を作るよう心掛けています。取得したい資格（ 介護福祉士、喀痰吸引、同行
援護等）がある方には、事業所が 100％、受講料や資格試験代を
負担しており、個人個人が、今後どう働きたいか？将来どうな
りたいか？という目標を持って取り組めるようにしています。
事業所で、ペットボトル飲料や軽食を無償で提供するように
なってからは、事業所に顔を出すことが少なかった登録ヘルパー
さんもマメに立ち寄ってくれるようになり、ご利用者様の状態
報告が更に詳しく聞き取れるようになりました。
今後の当事業所の課題としては、ご利用者様、ご家族様に、
更に信頼して頂ける事業所作りをしていくことはもちろんです
が、ヘルパーさん達が訪問介護という仕事に自信と誇りを持っ
て、楽しくお仕事を続けて下さり、離職率をゼロにすることです。
その為にも、働きやすい環境を作れるよう邁進したいと思っ
ています。
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