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介護の専門性と
教育と OJT 研修の関係性

11

1

＊

　 月 16 日、日本介護 福 祉士 会
　 及川会長をお招きして、東京都
介護福祉士会ではタウンミィーティ
ングをオンライン開催しました。当日
は、１）介護福祉士の専門性に関し
て、どう考えるか？ ２）認定介護福
祉士をとりたいと考えるか?　 ３）介護
現場で行っている具体的なコロナ対
策の意見交換をしました。中でも１）
の介護福祉士の専門性に関しては、
活発に意見交換されました。平成
26 年に介護福祉士の専門性を日本
介護福祉士会が明文化したのは、皆様
もご存じかと思います。その中には
①介護過程の展開による根拠に基づ

＊
http://www.jaccw.or.jp/fukushishi/senmon.php
日本介護福祉士会 HPに掲載

いた介護実践 ②指導・育成 ③環境
整備・多職種連携と書かれています。
介護過程の展開と言う言葉は、いまで
こそよく聞く言葉ではありますが、私が
介護福祉士養成校の学生だった20年
程前は、授業では方法を学ぶ事はあっ
ても、よく聞く言葉ではなかったように
記憶しています。介護福祉士養成校の
カリキュラムに、介護過程という科目
ができたのは、平成 21年度の改訂の際
です。介護福祉士として学ぶべき介護過
程の展開方法ですが、これは根拠となる
介護に関連した知識があり、そこに関連
付けられる思考力が必要になります。
一方で、介護過程の展開に必要な知

東京都介護福祉士会
理事　村田　小百合
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識や思考力は、私たちにまったく身に
つけていないものだったかと言うと、
そうではなくすでにある程度身に付
けている気がしています。ではなぜ、
介護過程を展開させること、そして
それを形に示す事が、私たちはいま
必要であるし、苦手であると言われて
いるのかというと、私たち介護職の
苦手なものの一つに記録をすること
や、文章を書くことが挙げられるから
だと思います。その苦手な部分をどの
ように補っていくかが、介護福祉士の
専門性をより高めていくことにつな
がっているはずです。

　 は、資格取得のスクールで働き
　 ながら、介護現場でも働いてい
ます。スクールでも介護現場でも、多く
の人が文章を書くことが苦手だと言っ
ています。思考力を身に付ける指導や
知識を身に付ける教育も大切ではあり
ますが、その思考を文章化する練習や
指導も大切だと感じています。いくら
大切だと言っても、急にできるようにな
るものでもありません。急にできる事で
はないがゆえに、そこに介護福祉士の
専門性があるといえるはずです。そして、
その思考を全介護職の共通認識として
伝えることができることも大切です。
同じ職種の人達に伝えることができれ
ば、他の職種へもしっかりした根拠と
して伝えることができるようになり、今ま
でよりももっと他の職種と共に歩んで
いくことが出来るようになるはずです。
そのためには、自ら学び、考えていく
必要があり、その研修体制を考えてい
かなければなりません。
　それを、今回のタウンミィーティング
でさらに感じるようになりました。
　皆さん。共に学び、考え、話し合え
る仲間を東京都介護福祉士会でつくっ
てみませんか。

私
形に示すこと

思考の文章化

共通認識



感じて、何か実感が伴わなかったのも
正直なところ。宗教とはその一人一人の
かなしみを超えていく力があり、一方
で一人一人のかなしみの質感を超えて
いくような感覚があります。でも、本当
の人のかなしみはそれぞれ違うのでは
ないかと思いました。一人の人間として
生命やかなしみと向き合うとはどうい
うことかと考えていた頃に震災があり
ました。震災後に仮設住宅で生活をさ
れている方から「神様仏様がいるんだっ
たら、なんでこんなことが起こったの？」
と言われました。答えがわからない中
僕はそこに向き合わないと死の話や生
命の話ができないと思いました。その
問いかけが「あなたは悲しみと死と向かい
合う覚悟をしているのですか？」と言う
様に聞こえました。ごまかしの利かない
ところに今いるのだなと思いました。

グリーフケアと
私達が今、思うこと

22

高野山真言宗　歓楽寺　住職
関東臨床宗教師会　代表　井川　裕覚さん

＊日本臨床宗教師会　認定臨床宗教師
＊上智大学グリーフケア研究所　演習補助員
＊上智大学大学院実践宗教学研究科死生学専攻
　 博士後期課程

インタビューアー
広報部 ー 小幡 真也・村田 小百合・福井 園子

特集！スペシャルインタビュー
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グリーフケアに
　出会ったきっかけ
グリーフケアに
　出会ったきっかけ

広報
グリーフケアに出会ったきっかけは
どの様なことだったのでしょうか？

　 侶として生まれ育った田舎で
　 活動していたので、家族のよう
な人々との死別に関わることが多かっ
たのです。一般に、僧侶は亡くなった
後に出てきて、儀式を粛々と行ってい
くイメージがあるのですけど。私の場合
いうなれば家族に近い人を失っていく
ような死別体験を重ねていく中で、淡々
とそれをするということが少し難しかっ
たのですね。
　宗教は、私たちに生き方の（気持ち的に）
指針を示してくれるものですが、現実の
生活の苦しみや泥臭さとのギャップを

僧
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　 療や介護は疾病疾患に対して
　 点滴や薬の処方があり、必要に
応じてリハビリをする等、問題に対処
していると思います。なので、グリーフ
についてどのように対応しようかと
考えてしまうのではないかと思います。
でも、僕はそうではないと考えています。
　人間は肉体的、精神的、社会的な健
康がありますが、人間はその３つだけ
でなく、もっと複雑な生命を生きている。
グリーフケアとは、解決しきれないこ
とを抱えている人間だという前提に
立って、うまく抱えながら生きていく
という意味合いがあると思います。
「近代」は、合理的なものさしで多く
のものを規定し、管理する社会だと思
います。勿論それも必要で全部取っ

医

広報
そのご本人の本音を聞き出すため
の質問はどのようにしていますか？

　 同じことを聞かれました。私
　 は「聞く前に『話す』ですよ。」
と伝えたのですが、ポカーンとされてし
まいました。利害関係がないから話し
てくれるということもあると思います。
しかし、やっぱりこの人だから話すって
いうことが結構あって。全然誰か分か
らない人に大事な話ってどこまでする
のかなっていう疑問が自分の中にあり
ます。おのずと自分の中にグリーフケ
アの限界っていうのも意識しています。
　よくグリーフケアというのはお看取
りをした後に行なうと考えている方も
多いいと思いますが、私はもっと広い
意味でのグリーフケアを捉えています。
公団住宅で「高齢者の孤立予防」の
活動をしていました。そこにグリーフケ
アの実習に来たいという方がお見えに
なったことがありました。ちょうどクリス
マス会の時でした。楽しそうな雰囲気の
中で何もグリーフケアの実習ができな
かったという感想をいただきました。
しかし、楽しそうな雰囲気の中でも、か
なしみは様々に表現されているもの

昔

です。おそらくまだ死というものが遠い
人にもどこかでかなしみを持っている
でしょう。そういう人たちにも、もう
あと何日でお迎えが来る人にも、同じ
スタンスで関わっています。

これからの
　グリーフケアの展望
これからの
　グリーフケアの展望

広報
井川さんはこれからどのような活動を
行っていかれたいとお考えですか?
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払うことは難しい事でしょうけど
例えばという枠を作ると、こぼれる人
も出る。つまり排除につながるので
はないでしょうか。グリーフケアと
は、そんな「排除」と「管理」の葛藤
の中にある施設運営のあり方を見直
し、利用者や職員一人ひとりのかな
しみや想いが取り残されないように
するためのケアだと思います。何かを
解決するのではなく、そのチームのケア
の考え方を底上げしていくという意味
です。コロナ禍により現場の管理の度
合いがガラッと変わり、管理せざるを得
ない状況が増え、こぼれ落ちる人が増
えてきているのではないかと感じまし
た。管理する範囲が狭まっていくこと
が、現場にとって「痛み」になっている
のではないでしょうか？「施設ではこ
こまでしかやってはいけません」という
場合、それ以上行うと「なんでこんな
ことしたのだ！」と言われてしまうかも
しれない。私なら「でも、それをしても
らった○○さんはうれしかったでしょう

チームのケアの考え方チームのケアの考え方  

行動の意味を知る 行動の意味を知る 
ね」と声をかけると思います。多分
業務内容を超えかけたことをした
人は何かしらの意味があっておこなっ
たのだと思います。やってしまったこと
だけに目を向けるのではなく、行動の
意味を知ることが大切です。それは
職員の方のかなしみや痛みを理解す
ることに繋がっていると思います。
例えば「何かしてあげたいのに、でき
ない」という歯がゆさを感じている
看護師の方にグリーフケアの専門家
としてお会いしたとします。そうすると
「専門家だからできるのでしょ？」と
言われることがありますが、「いえい
え、○○さんは、本当は毎日顔を合
わせているあなたに話したいので
すよ 」と伝えます。職員の方はこまめ
なアプローチができることが利点
ですよね。いつでも声をかけられます
から。帰りがけの一言だけでもいいと
思います。それくらいのレベルから
話かけていくことが大切なのです。
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「一期一会」という言葉  「一期一会」という言葉  

行動の重み行動の重み

コロナと死について　コロナと死について

コロナと死という部分について、最終
的にご遺体とのお別れも出来ずにお骨
になってお会いするという世界になっ
てきています。万が一家族にそのよう
なことが起きた時、先生であればどの
ように対応されますか ?

広報

　 の前に、コロナによって死を
　 取り巻く何が変わったのかと考
えた時に、「死」が自分に迫ってくるも
のであると実感している方が多いので
はないのでしょうか。また、大切な人と
会えないということがこんなに苦しい
のか、ということを多くの方が共有し
ているのではないでしょうか。
　私は「一期一会」という言葉の意味
が本当にわかったような気がします。
戦争中のようないつ何が起こるかわから
ない状況の中では、人と会い「これが最後
じゃないのか？」と思うことが多かった
はず。私たちはコミュニケーションの手法

そ

をたくさん作り上げてきています。
今もオンラインで話ができる環境が
ありますが、「手を握れる」「相手に触
れることができる」という行動の重み
は昔と変わらないはずです。本当は会
えることは尊い事だったのだと。コロ
ナで会えない状況で亡くなった方の
家族に対しては、問題解決型の思考
によって対応していくことは難しいと
思います。僕が発信したいことは、常
に「この人とお会いすることが最後か
もしれない」と思いながら人と向かい
合うことが一番大事だということです。
　コロナ以前にとある緩和ケア病棟
に月1 回訪問していたことがあって良く
て 3 回お会いできるかできないかと
いう方が多かったです。その中で「こ
れは言わなくていいか」「これは後に
しよう」という考えが消えていきました。
ご質問に対しての答えにならないと
思いますが、社会全体の「死」に対し
ての考え方が変わっていかなければ
いけないのではないかと思います。
なので「明日でいいか」という気持ち
が問題だと思っていて、それがコロナ
禍という状況で顕在化したと思って
います。一期一会という考え方に変
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わっていけば、「次会えないかもしれな
いからしっかり伝えなければ」という
思いに変わるのではないでしょうか？
その積み重ねが大切だと思います。
コロナ禍における死をめぐる葛藤は
もう一度、生と死の考え方を掘り起こす
機会になっていると思います。そのうえ
で会えないままにご家族を亡くされ
た方にお尋ねするとすれば「あなた
はこの方と生前どんな関わりをして

生と死の考え方 生と死の考え方 

どんなお別れをしてきたのか」という
こと。それは、自分の中に問うことが
できると思うのですよ。それが重要だと
思っています。

33
認知症介護の基本研修Ⅱ
ひもときシートを受講して

生活を送るという事はどのようにす
ればよいか？」という課題に直面して
いたからである。相手に寄り添うケア
を行うには職員の考えた試行錯誤だ

東京都介護福祉士会
会員・特別養護老人ホーム　緑苑　篠塚　真一

　 回の研修に参加したのは実際
　 私が働いている現場で認知症
ケアについて「試行錯誤」を繰り返し
ており、認知症の人が「その人らしく

今
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観察・推測・理解しながらケアを行って
いく必要があるという事が印象に残っ
ている。人的環境としての職員という
切り口で認知症の方のBPSＤの悪化
について考えてみた。職員も人間なの
で、忙しい時には表情も硬くなり、口調
も強くなり、怒っているように見えて
しまう。しかし、認知症の方は自分が
怒られていると勘違いして、ここにいた
くないという気持ちが生まれてしまい
「家に帰ります」といった行動に繋がっ
てしまうのではないかと想像した。
　職員の普段通りの行動が、認知症
の方への不適切な関わり方に意図せ
ずなってしまうという事を、働いてい
る私たちが理解する必要があるのだと
思う。本人の立場になった時の理解
（分析的理解）をする事の必要性や
状況の分析や記録等を読み解く事
の大切さ。また対象の方や御家族か
らお話を聞く、多職種との情報交換
等その人に対して関心を持つ事で
その人らしさを理解する＝背景には
何があるのかを思考展開シートを利用
し言葉にする事で相手を視覚から理解
する重要性を学ぶ事が出来た。

けではなく本人を中心とした考え方
が必要だと思った。そのご本人の課題
を解決するための考え方や方法を
身に着けていく方法はないかと考え
この研修を受講することになった。

　 知症の方の BPSD（行動・心
　 理症状）を「変えよう」「止め
よう」「抑えよう」と介助者が思って
いても、実際はうまくいかない。この
研修では、まずは本人を理解すると
いう気持ちや、専門職としての視点
を整理する事が重要であると説明が
あった。また問題点の整理や相手と
のギャップ（思いの差）がどこにある
のかを考えていかないといけないと
いうことを学んだ。
　介護職員からの視点の理解（評価
的理解）が、ひもときシートの始まりで
あり、講義の中で認知症ケアの理念
「パーソンセンタードケア」を理解す
る事は、認知症の人を取り巻く物理的
環境、人的環境、感覚刺激、ルール
等がその人にとってどのように起因
しているか、相手の行動や発語等を

認
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介護職からの視点の理解介護職からの視点の理解 

分析的理解分析的理解 援と、その周りで支援する方へ寄り
添う気持ちが必要だと感じた。
　ひもときシートやパーソンセンター
ドケアの考え方が定着すると、介護福
祉士としての専門性が根づき、より良
いケアに繋がると思う。いくつもの問
題点を全て解決するのは、大変かもし
れないが、問題点を整理し解決してい
くツールとして今後も活用していきた
いと思う。

　 は認知症のご利用者への共感
　 もそうだが、職員の心にもき
ちんと目を向けて、職員の発想の転
換へのサポートを行う必要性に気
が付いた。職員の考え方が本人中心
でないと、ご本人の心の不利益とな
り、BPSD が発生し、介護量が増え
てしまうという悪循環に陥ってしま
うと思う。対象の方を中心とした支

私

44
医療知識と介護の関係研修
医療と介護の視点から

新たにオンラインを通じた研修が多く
開催されるようになった。
　今回、介護職にとって身近な高齢
者の状態変化（むくみ、かゆみ、黄疸、

東京都介護福祉士会
事務局　宇佐美　麻衣子

　 ロナ禍においても変わらずに
　 必要とされる介護技術や知識
の向上だが、人の集まる機会が減り
学びの場が限られるようになった今

コ
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も、介護者によるご利用者の言動や
皮膚の状態変化などへの気づきが必
要不可欠である。気づきという第一歩
がなければ、処置に至るまでに時間
がかかることは言うまでもなく、原因
を取り除くことが出来ない。かゆみの
症状が出る状況、頻度、程度、変化、
部位などを観察することで、環境要因
の見直しが必要であるのか、糖尿病、
薬、心因性の理由によるものが原因
であるのかといった見極めに繋げて
いくことが可能となる。
　本研修は、目の前のご利用者に対
して、今、自分に何ができるかを考え
行動へと結び付けていくための実践
的な対応を学ぶ貴重な時間となった。
また、先生のお話を伺う中で、介護者
が感じた違和感を大切にすることも
重要だと知ることができた。「気のせ
いかもしれない」と思う小さな違和感
でも、共に働く仲間と共有し、皆で目
を向けることは大切である。また、そ
の気づきを雑談で終わらせず、わずか
な可能性であっても考え得る疾病など
の医療知識や情報を持ち寄り行動しな
くてはならず、医療と介護の両方の視点
をもつ意識が重要であると強く感じた。

麻痺、脱水など）や疾患（骨粗しょ
う症、高血圧、パーキンソン病、
糖尿病、褥瘡）、緊急時の対応（意
識低下、呼吸、胸痛、腹痛、痙
攣など）をテーマとした「医療知
識と介護の関係」研修（全３回）
に参加した。
　人の身 体に関する基 本知 識 ・
観 察の 視 点・高齢 者や障 害 者の
身体の特徴・病気や障害の特徴・
より良い介護技術など、介護職が
いかに専門的な知識や経験、多角的
な思考、判断力、コミュニケーション
力など、多岐にわたる力が必要とされる
かを改めて気づかされる内容であった。

　 護はご利用者と日々ふれあう
　 中で、意識・無意 識に関わ
らず、その方が発している変化やサ
インに気づく力が求められる。医療
行為に関しては、医師や看護師の力
なしには成しえないが、医療知識は
介護力の土台となるものであり、専門
職としての介護経験や知識と組み合わ
せることで、より多くの状況を想定で
きる力となる。かゆみひとつをとって

介
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から話を聞く事で自分の事として迫って
きたといったものであった。
　この研修に参加された方はほとんど
「自分の職場で起きたら」と置き換えて
考えたのではないかと思う。マニュアル
ではわからない「自分の職場で起きた
らどうなるか」という事実を知り、一つ
一つ考えさせられた。例えば、情報の
集約や行政・マスコミ対応、施設長す
ら現場のケアに入る中で誰が対応でき
るのか、混乱の中で正しい情報を集約して
発信し得た情報を現場に還元できるの
か、感染ゴミの問題、職員の確保、法
人内に複数の施設がない、応援が期待
できない場合はどうなるのか等々、不安
を感じずにはいられない事ばかりであっ
た。
　その中で、ご利用者に入浴を提供でき
ないと嘆いた職員がいたことや感染

55
高齢者施設で
新型コロナウイルス感染症が発生したら

東京都介護福祉士会
会員　蛭間　奈恵子

新型コロナウイルス感染症
のクラスタ―と戦った日々

　 の原稿を書いている今、新型
　 コロナウイルスの感染は急拡
大し二度目の緊急事態宣言が出さ
れている。施設のご利用者に新型コロナ
ウイルス陽性が出ても入院先はないと
言われている状況である。もう一年近
く自粛と不安という錘を肩に乗せら
れて働いている。
　すでに職場で新型コロナウイルス
感染が発生し、その対応をされた方も
少なくないと思う。私の職場では幸い
な事に現時点ではご利用者も職員
も新型コロナウイルス陽性の方は出て
いない。しかし、いつ出てもおかしく
ない緊張感は日毎に高まっている。
　新型コロナウイルス感染対応研修
を受けて、率直な感想は机上のマニュ
アル「もし感染が起きたら」では分か
らなかった事が、実際に体験された方

こ



12

会・北砂ホームへ感謝と尊敬の気持ち
を表したい。
　ご利用者は高齢で、残された時間
は私達より少ない。私達と共にいる
事を選んで下さったご利用者の大
事な一日一日を新型コロナウイルス
に潰されるわけにはいかないという
思いでいる。
　最後に、私達介護職員自身の心身
の健康を保ちつつ、そしてご利用者と
一緒に笑い合う時間を大切にして
このコロナ禍を共に歩んでいきましょう。

だった私にそう話したのは交通事故
で下半身不随となった70代の男性
利用者であった。それから私は何度か
職場を変え、沢山の利用者・家族・関

　 から言わせれば、医療の発達は
　 自然破壊だ。昔だったら死んで
いるはずの人が生かされているのだ
から。」16年前、当時 23歳の新人職員

が出ていないフロアは、いつも通りの
生活をしようと体操をしたという話が
あった。それを聞いて生活全てを支え
るという介護の原点を忘れてはならな
いと励まされる思いだった。
　大事なことは、もし自分の職場で感
染が起きても、この組織でなら戦えると
思えるか、そしてその為の準備をハード面
ソフト面ともに整えることなのだと思う。
　正直、もう新型コロナウイルスの
話はたくさんだと思っていたが、気持ち
を引き締め改めさせて下さった、あそか

66グリーフケアって何だろう？

東京都介護福祉士会
会員　小俣　藍

俺
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と変に励ましていた。恐らく相手はこ
のような返事を求めていなかったと思
うが、何かを言わずにはいられなかっ
たのだ。今回の研修を受ける少し前
に、東京都介護福祉士会とは別の
団体が主催するコミュニケーション
研修を受講した。その研修の受講後
から、日々現場で実践しては振り返  
りを繰り返すこのタイミングで、井川
先生の講義を受けることができた
のはとても有り難いことであった。
先生の実践例では多くを語ってはい
ないが ( 場合によっては沈黙も有効
との事 ) 相手に寄り添い、気持ちを
汲み取り、気づきを促す返しをされて
いる。
　現場は毎日慌ただしいし、「少しお
待ち下さい」を頻繁に使っているが
話を聞く際にはただ相手の顔や様子
を見て話を聞くだけでなく、言葉の裏
にある本当に言いたい事は何だろう
と探る習慣ができてきた。自分の言
わんとしている事を汲み取ってくれる
喜びは大きい。だが汲み取ることは
とても難しい。
　これからもトライとエラーを繰り返し
できる限りその人らしくいられるよう
寄り添うケアを意識し業務にあたって
いきたい。

係者と関わってきたが、今でもその
方の名前と顔をハッキリと思い出
すことができる。先の言葉を話され
た時、私はその方から責められてい
た訳でも叱られていた訳でもない。
なぜそれを話されたのかは覚えて
いないが普段通り穏やかに優しく
その方は私に話した。それでもこの
話をされた時のショックは大きく
私は今でも時々その話を思い出す。
井川先生の講義を受けた後、あの
時私はその方に何と答えたのだろ
うと考えたが思い出せない。何も
言えなかったか？変に励ましてしまっ
たか？話をそらしてしまったか？
そして今の私だったらどう答えるか
考えるも良い言葉が浮かばない。
何も言えず笑顔でごまかしてしまう
気がする。

　 リーフケアとは、大 切な人を
　 亡くした方への心のケアだと
思っていた。それだけではなく、大切
な物・場所・出来事・目標を失くした
方々一人ひとりの “悲しみに向き合う”
ケアであった。これまで介護福祉士と
して従事している中で、“大切な事”
を失くしてきた方々の話を聞いては
「何かを言ってあげた方がいいのか？」

グ
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募集等研修名 会場 受講料等定員実施日程

❶ 性的マイノリティ
の介護と人権」－ステ
レオタイプな LGBT
を超えて－

❷ いい人間関係を
つくるために必要な
こととは？～自分の
中にいる自分を見つ
めよう～

❸ 令和３年度
介護福祉士基本研修

令和３年
３月１２日（金）

令和３年
３月２４日（水）

令和３年
4月17日（土）・25（日）
5月15日（土）・30（日）

Zoom による
オンライン研修

貸教室・貸会議室
内海

（千代田区）

貸教室・貸会議室
内海

（千代田区）

募集中 100名

25名

会員

非会員

1,500円

3,000円

会員 2,000円

非会員 3,000円

会員 25,080円

非会員 39,380円
介護福祉士をお持ちの

募集中

募集中
１０名程度
（残り僅か）

　今月より編集後記を担当させて頂きます福井です。
コロナ禍での花粉症や季節的な体調不良、増えてき
ていますね。人事異動時期でもありざわざわします
ね。毎日お疲れ様です。今一度体調管理には留意
したいものです。さて、今年度より年一回 web 号と

なります。気分一新！如何でしょうか ^_^ こちらも一層
取材や情報収集に気合いが入るところです。より良い
web・広報誌の為に皆様のご意見もお待ちしており
ます。一緒に作り上げていきましょう。宜しくお願い
致します。（福井）


