
認知症の人の意思を尊重した看取りケア実践特集
1

意思疎通が難しくても 
本人には意思がある

ミトンを外し表情が穏やかになった患者
　認知症があり，意思疎通が難しい患者

がいました。その患者は，前の病院で内

頸に中心静脈カテーテル（CV）を入れ

られて，当院に転院してきました。

　数日後，その患者は敗血症を発症し，

CVを抜去しました。手は動くのですが，

足はあまり動かなかったため，足に点滴

をすることになりました。元々CVを抜

いてしまわないようにと，手にはミトン

がはめられていましたが，末梢点滴に変

更したことでミトンは外されました。ミ

トンを外すと，患者は穏やかな表情にな

りました。きっと煩わしかったのでしょ

う。面会に訪れた家族は，「これ（ミト

ン）取れたんですね。よかったです」と

言ってくれました。

　末梢点滴ですから，高カロリーの点滴

は入れられません。また，高齢者は血管

がもろくて，カロリーの高いものを入れ

るとすぐに血管炎を起こし，血管外滲出

を起こしてしまいます。そのため，点滴

だけでは十分な栄養が取れず，衰弱して

しまいます。CVを再挿入することも検

討されましたが，また身体拘束をするの

はかわいそうだし，点滴を抜こうとする

のは本人が拒否しているということだか

ら，家族とも話し合い，CVの再挿入は

やめることになりました。

　点滴のための血管確保が難しくなった

ら，次は無理せずに皮下点滴に移行しま

した。皮下点滴とは，皮下にプラスチッ

ク製の留置針を挿入し，輸液を少しずつ

投与する方法です。皮下点滴ができる輸

液や薬剤は限られているので，栄養はさ
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らに補給できなくなりますが，輸液内容

が同じならば，末梢点滴でも皮下点滴で

も効果は一緒です。皮下点滴にすると衰

弱が進むと考えている医療者もいます

が，それは間違いです。

本人の嗜好や思いを形にする作業が必要
　この患者は衰弱していき，私が夜勤

だったある日の夜，亡くなりました。介

護職が巡視で訪室した時は，すでに息が

止まっている状態でした。私は急いで家

族に電話で連絡しました。来院した家族

は，すでに息が止まっている患者を見

て，「昼間は元気だったのに…」と驚き

を隠せませんでした。患者は話をするこ

とは元々なかったのですが，夕方までは

目を開け手を動かしていたのです。かな

り衰弱していたので死が近いのではない

かと思っていましたが，まさか今夜亡く

なるとは誰も思っていませんでした。

　私は家族に言いました。

　「ご希望に沿えないこともたくさんあっ

たと思いますが，一緒に支えさせていた

だき，ありがとうございました」

　すると家族は言いました。

　「前の病院では，父は点滴を抜いてし

まうからと，ベッドに縛りつけられてい

たんです。でも，ここでは縛りつけられ

ることもなく，父は人間らしく死ねまし

た，ありがとうございました」

　死なないことを目標にすると，本人も

周りも必ず不幸になります。なぜなら，

人間は必ず死ぬからです。しかし，穏や

かに過ごすことを目標にすれば，できる

ことはたくさんあります。

　医療や延命は，あくまでその人が幸せ

に生きるための手段であって，目的では

ありません。認知症に限らず意思疎通が

できなくなると，どうしても家族や周り

がいろいろなことを決めなくてはなりま

せん。しかし，伝えられないだけで本人

の意思はちゃんとあるのです。

　終末期に本人の嫌がる「余計なことは

しない」というだけで，QOLは上がるの

ではないかと思う事例を私はたくさん見

てきました。日々過ごす中で，本人の嗜好

や思いの欠片が垣間見えることがありま

す。それを形にしていく作業が必要です。

感情は覚えやすく，大切な記憶

　人は，感情を伴う行為をよく覚えてい

ます。認知症がある高齢者も，されたこ

とは忘れても，その時の感情は覚えてい

ることがあります。介護してくれた記憶

は失くしても，その時に不快を感じてい

れば嫌いという感情が長く残るのです。

そうなると，その医療・介護者からのケ

アを拒否するようになります。
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　もしも相手が自分に対して怒りや負の

感情を感じていそうだったら，まずは，

一歩離れて距離を取り，感情が落ち着く

のを待ちましょう。ただし，自分を傷つ

けようとしたり，人に危害を加えようと

したりしている時は，落ち着くのを待つ

だけでは不十分なこともありますので，

その時は人を変えて対応するということ

も必要です。決して怒りを抑えようとし

てはいけません。

　顔を見たらあいさつをして良好な雰囲

気をつくったり，ちょっとしたことをし

てくれただけでも「ありがとう」と声を

かけたりすることで，症状の発生を抑制

することができます。ただし，症状がひ

どい場合は，投薬なども必要になるので，

主治医と相談してみましょう。

「聞こえない・見えない」は 
コミュニケーションを阻害する

目や耳などの様子を 
確認することは大切
　認知症があると日常生活においても介

護が必要になってきますが，聴力を補う

ため紙に書いてコミュニケーションを取

ることで理解してくれるようになった

り，視力が衰えて１人で歩けなかった人

が，眼鏡をかけることで自力で歩けるよ

うになったりすることもあります。認知

症があっても，ほかの身体の機能の衰え

を補うことで，生活レベルが上がること

があるのです。

　認知症だと思ったら，実際は聴力や視

力が衰えていただけだったということも

あります。そういった意味でも，目や耳

などの様子を確認するのはとても大切な

ことなのです。

「聞こえない」「見えない」は 
大きなストレス
　「聞こえない」「見えない」ということ

は，本人にとってかなりのストレスで

す。特に認知症の人は，コミュニケー

ションがうまくいかないことが続くと周

囲との衝突が増え，焦ったり，不安な気

持ちになったりして，ストレスがさらに

大きくなります。認知症の人の場合，そ

ういったストレスは「不可解な行動」を

引き起こします。

　「聞こえない」「見えない」は身体的苦

痛を伴わないため表面化しづらく，どん

なにつらい思いをしていても周囲の人に

は苦しそうに見えないこともあります

が，人とうまくかかわれないため孤独感

などの精神的な痛みや社会的な痛みが生

じます。生命の存続に直結することでは

ないことから医療者は，病気の治療に関

心が向き，生活の困り事にはあまり関心

が向かないこともあります。本人にとっ

続きは本誌をご覧ください。『季刊誌 認知症ケア』のHPはこちら➡

https://www.nissoken.com/jyohoshi/bk/index.html


介護現場ではＺ世代（90年代後半以降生まれ）の若手
スタッフが増えています。Ｚ世代はこれまでの世代と考
え方や価値観が異なることが多く，ジェネレーション
ギャップを感じている方も多いのではないでしょうか。
本特集では，あらためてＺ世代の特徴を紹介し，その特
徴を活かした人材育成のポイントについて解説します。

特 集 ３

Z世代の
強みを活かす！ 
若手スタッフの
人材育成

を受けた人たちと同類で考える場合もあ

るようです。

　一つの例を挙げて，理解を深めていき

ましょう。

　BIGLOBE社がＺ世代の男女500人に

実施した「時間の節約について」の調査１）

では，７割が「時間を節約したいと考え

ている」と答えました。ちなみに，時間

の節約方法は，「人が薦めたものを参考

にしたい」が６割，「倍速などで動画を

見る」が５割となりました。時間を有意

義に使いたいのは，どの世代にも共通す

る自然な発想ですが，節約の仕方によっ

ては，経験の機会を自ら奪っているとも

言えます。

　介護職は，教えられたことを覚えれば

　近年，介護現場にもＺ世代と呼ばれる

若者の職員が増えています。指導者の中

には，ジェネレーションギャップに悩ん

でいる人もいるのではないでしょうか。

人材育成において，生まれた年代による

カテゴリー化は不要と思われがちです

が，生まれ育った時代背景は，彼らの成

長に大きく影響しています。それは，認

知症ケアにおいて原因疾患の特徴を踏ま

え，生活環境を整えていくのと同じだと

思いませんか。

　本稿では，Ｚ世代の特徴を活かした人

材育成のポイントについて解説します。

Ｚ世代の特徴を知ろう

　Ｚ世代は，一般的に1990年代以降に

生まれた人を言います。マスコミや調査

機関では現在18歳から25歳の人をＺ世

代とするなど，明確な定義はなく，「ゆ

とり世代」「さとり世代」と呼ばれる

2002年以降の学習指導要領による教育
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よいという仕事ではありません。利用者

の観察が欠かせず，その場での判断や初

期対応が求められます。また，生活支援

技術（食事，排泄，入浴など）は個別ケ

アを重んじる上，利用者の状況は日に

よって変化するため，一足飛びに手順を

覚えることはできません。つまり，経験

という積み重ねの中で気づき，コツをつ

かみ，工夫し，一人前になっていく仕事

です。何より，生活支援を通じて，利用

者からの信頼を得ていくことが大切です。

　このように介護職ならではの成長の課

題は，Ｚ世代にはまどろっこしいと感じ

られるかもしれません。そのため育成・

指導において，注意すべきことがいくつ

かあります。

　もう一つ，Ｚ世代は，生活においてス

マートフォン（以下，スマホ）が必要不

可欠になっており，「スマホ世代」と呼

ばれるほどです。また，SNS（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）で

は，情報収集や交流のツールとして，使

用目的に合わせて複数のアカウント（事

前登録する身分証明とパスワード）を持

ち，使い分けているようです。

　ある日の休憩室でのことです。私を含

め数人で「明日，○○方面に遠出をする」

という話をしている時に，Ｚ世代のＦさ

んがいきなりスマホを取り出し，画面を

見つめ出しました。話題に関心がないと

こうなるんだなぁと困惑していると，「明

日，○○方面は晴れみたいですよ。楽し

んできてください！」と笑顔で教えてく

れました。

　最初，Ｆさんの行動を否定的にとらえ

ていた私は，恥ずかしくなりました。こ

のように，すぐにスマホで調べるという

のは，Ｚ世代では当たり前の行動なので

す。ただ，業務中は，何かあればすぐに

スマホで検索というわけにはいかないの

で，こういった習慣に対しても指導が必

要になる場合があります。

ジェネレーションギャップに 
対する向き合い方

　さて，皆さん自身は，Ｚ世代に対して，

どのようなイメージを持っていますか。

テレビ番組では，価値観の違いを強調

し，Ｚ世代を面白おかしく取り上げたり

「ゆとり」「さとり」と揶揄するように呼

んだりする人もいます。

　ある施設での出来事です。事務所で

は，入職したばかりのＺ世代新人を囲ん

で，ベテラン職員が「私たちの時は○○

だったのに」「私たちの若いころは△△

ではなく，○○だったのよ」などと話し

和気あいあいと会話が盛り上がっていま

した。

　しかし，こういった言葉尻に生じたわ

ずかなニュアンスを，Ｚ世代は敏感にと

らえます。「気にする」「気になる」とい

う感じです。話す側に否定する気持ちは

なくても，Ｚ世代からすれば，生まれた

年はどうすることもできないのに否定的

ジェネレーションギャップに
対する向き合い方
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に評されたという印象が強くなるようで

す。なぜなら，「私たちの時は○○だっ

た」という表現は，自分たちを主語にし，

相手を認めていないように聞こえるから

です。

　この会話がだめだというのではなく，

「今の時代はそうなんだね」と関心を寄

せ，「私たちは知らないから，今度△△

を教えてね」と敬意を示すことで，Ｚ世

代は自分たちのことを認めてもらえてい

ると思うのではないでしょうか。

　振り返ってみれば，自分より年上でも

年下でも，居心地が良いと感じる相手

は，ジェネレーションギャップを感じ

ず，相互理解の姿勢を持っています。

　私は外出先でお茶や水を買うようにな

りました。調べものをする時には，本で

はなく，ネットで検索します。自宅の国

語辞典はもう何年も開いていません。こ

のように，自分たちも生活の中で当然に

なっているツール（手段・方法）でも，

Ｚ世代に対しては，「若い」というだけ

で，ほんの少しの違いを拡大鏡を使って

見ているのかもしれません。

　ですから，ジェネレーションギャップ

を埋めなければと考えるのは危険です。

育ってきた社会背景や教育環境が違うの

ですから，当然ギャップは生じるので

す。職場における許容範囲の中で，Ｚ世

代の特徴と本人の個性をどうすれば活か

せるのかに着目しましょう。

Ｚ世代の特徴を踏まえた 
かかわり方

 ケース１ 　ネット検索では解決しない
こともあることを教える

　ある管理職が，新卒のＴさんは，いわ

ゆる「できる子」で順調に育っており，

職員の間でも期待の星として評判だとう

れしそうに教えてくれました。

　そんなＴさんが，ある時，悩みがある

と私に打ち明けてきました。「分からな

いことがあっても人に聞けない」という

のです。「今までは聞かなくても，やれ

ていたのに」と肩を落とします。例えば，

「右麻痺がある人の排泄介助」と検索す

ると基本的なことは説明されているの

で，現場で教えられたことを自分なりに

工夫すれば，できるようになったとのこ

とです。しかし，職場の事務手続きに関

することは，いくらネット検索しても，

出てこないのだと言います。

　そのとおり，職場内のルールがネット

検索で出てくるわけはありません。しか

し，それまで何でもネット検索でこなし

てきたＴさんは，聞けないためにうまく

いかないことが増え，メンタルヘルス不

調に陥り，離職の道を選びました。

　ほかにもネット検索に関するケースで

は，メモを取らないＧさんを指導した

際，「後からネットで調べるから大丈夫

です」と余裕の表情で返答されたことが

あります。Ｇさんには，職場内のルール

Ｚ世代の特徴を踏まえた
かかわり方
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介護職も押さえておきたい

連載

きたいきたい

ノンテクニカルスキル

介護を魅力ある仕事に 
～ケアマネジャーも介護職も共に

　介護職のテクニカルスキルと言えば，

介護技術です。一方，ノンテクニカルス

キル（以下，ノンテク）は，介護技術と

いったテクニカルスキル以外のすべての

スキルを言います。ケアマネジャーと介

護職に共通するノンテクとなると，思考

技術，伝達技術，議論技術，管理技術な

どがこれに当たります。本連載では，ケ

アマネジャーと介護職が共に成長すべ

く，それぞれの専門技術以外のテクニッ

ク，つまりノンテクに焦点を当て，皆さ

んと共に学ぶ内容にしたいと思っていま

す。今回は２回目です。

　今回は「人を育てる技術」と題し，

ソーシャルワークのテーマでもあるスー

パービジョンを理解した上で，それを

「介護現場にどう落とし込むか」という

ところまでお伝えします。

スーパービジョンとは

　介護職にとっては聞き慣れない言葉か

もしれません。私もデイサービスで介護

職をしていたころは，耳にしたことがあ

りませんでした。改めて皆さんと一緒に

確認したいと思います。

　スーパービジョンとは，「熟練した専

門職が，経験の浅いワーカー（職員）に

対してその職務遂行能力，専門職として

の資質・技術の向上のために行う教育訓

練や指導」１）です。つまり，ベテランが

新人に対して行う教育・指導であり，指

導者をバイザー，指導を受ける者をバイ

ジーと言います（図１）。そして当然な

がら，最終目的は新人の「自立」です。

新人に対する教育・指導の必要性は，ケ

アマネジャーも介護職も同じです。

　この「スーパービジョン」という言葉，

先ほど「介護職をしていたころは，耳に

したことがない」と書きましたが，実は

介護福祉士の養成テキストにしっかりと

載っています。私の勉強不足に過ぎず，

関西大学法学部卒業。幼少時代にボランティア活動を受けた経験から福祉の道へ進む。特別養護老人ホームの
デイサービス介護職勤務を経て，2004年北摂総合病院ケアプランセンターに入職，2014年より管理者を務め
る。2010年に行政書士の資格を取得し，法律介護両資格を生かした講演依頼も受ける。介護支援専門員研究
大会，ケアマネジメント学会では定期的に演題発表。現在は，高槻市介護保険事業者協議会理事・居宅介護支援
部会部会長，茨木市高齢者サービス事業所連絡会相談支援部会運営委員，三島圏域地域リハビリテーション連
絡会・ケアマネジャー連絡会幹事を務める。

坂本貴政 北摂総合病院ケアプランセンター 管理者／主任介護支援専門員
高槻市介護保険事業者協議会 居宅介護支援部会 部会長

第２回

スーパービジョン 
「人を育てる技術」①
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お恥ずかしい限りです。

　介護現場にも求められるスーパービ

ジョン，さらに詳しく見ていきましょう。

スーパービジョンにおける 
３つの機能

　スーパービジョンには３つの機能（こ

こでは「役割」ととらえると分かりやす

いと思います）があると言われています

（表）。

　１つ目は教育的機能です。これはまさ

に，ベテランが新人に対して知識や技術

を教える場面です。介護職で言えば，排

泄介助や入浴介助を教えるという場面で

しょうか。

　２つ目は支持的機能です。表に「精神

的・情緒的」とありますが，要はメンタ

ル支援です。新人が燃え尽き症候群に

陥ってしまった，精神的に疲れてしまっ

ている，そんな時に発揮する機能です。

　３つ目は管理的機能です。表にある

「配置転換」という言葉からも分かるよ

うに，新人が配属された部署になかなか

慣れない，先輩や上司とうまくいかな

い，そういった時に部署を替え職場環境

を整備して導いていくというものです。

例えば，デイサービスに配置されたがう

まくなじめず，気分転換も兼ねてヘル

パーステーションに部署異動するといっ

たことです。

　このように，スーパービジョンとは，

知識や技術を教えるだけでなく，新人に

対するすべてのフォローを含む教育・指

導なのです。

ジョブ・ローテーションの活用
　特に３つ目の「管理的機能」に関して

は，部署異動のように１つの部署だけで

判断し，実施できるものばかりではあり

ません。異動となれば，法人全体として

の判断が必要になるかと思いますが，こ

ういった人材育成の方法の一つに「ジョ

ブ・ローテーション」があります。これ

は，職員の能力開発を目的として，多く

の業務を経験できるよう計画的に人事異

動を行うことです。

　介護業界に限らずどの職場において

も，仕事を辞める理由で必ず上位に上が

るのが人間関係です。１つの部署集団に

固定された人間関係は，衝突やひずみ，

悪い意味での甘え，ワンマンなリーダー

シップなどを生みかねません。法人の規

模にもよりますが，複数の部署がある事

業所であれば，私は法人の方針として定

期的にジョブ・ローテーションをすべき

ベテランが新人に対して行う
教育・指導

バイザー
指導者

バイジー

指導を
受ける者

図１ スーパービジョンとは

教育的機能

支持的機能

管理的機能

知識，技術，価値を教授

精神的・情緒的に支持
燃え尽き症候群時など

職場環境を整備
配置転換，異動など

表 スーパービジョンの３つの機能と
　 具体的行動
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だと考えています。

　私の介護仲間からも部署内の人間関係

に関する悩みを聞くことがありますが，

その際にこのジョブ・ローテーションの

話をすると，「うちにそのようなシステ

ムはない」「人が辞めるなど何かあった

時しか異動はない」と言われることがほ

とんどです。「何かあった時しか異動で

きない」となると，管理的機能を発揮で

きないことになり，教育・指導という目

的でいざ人を動かそうとしても，現場か

ら「私は異動したくない」などと感情論

による反発に遭いかねません。

　そうではなく，「教育・指導を目的と

して定期的に部署異動を行う」と法人の

方針として決めておくことが，法人全体

で人を育てる仕組みをつくることになる

のではないでしょうか。

スーパービジョンとは 
一緒に考えるプロセス

　教育・指導と言うと，どうしても教え

る立場の人間が一方通行に行うものと思

いがちですが，そうではないようです。

　大谷らは，「バイザーが一方的に教え

を導くものではありません。また，バイ

ジーのできていない部分を指摘して責め

るものでもありません。バイジーが実践

場面で悩んだり行き詰ったりしているこ

とについて，事例を通してふりかえり，

どのようにしたらよいのかバイザーとバ

イジーのやりとりのなかで一緒に考える

プロセスといえます」２）と述べています。

つまり，スーパービジョンとはバイザー

とバイジーの協働作業であり，重要なの

はプロセスで，「結果だけではない」と

いうことです。

　教育の目的は新人の自立です。業務を

滞りなく進めることだけを優先するので

あれば，中堅やベテランスタッフが代わ

りにやってしまった方が早いはずです。

しかしそうではなく，時間をかけてでも

新人に経験を積んでもらい一人前にな

る，そのプロセスを大事にすることが自

立支援なのです。

介護現場にもプロセスはある
　「プロセス」という言葉を聞いて，介

護職の中には「あまり現場では聞かない

なあ」と思った人もいるかもしれません。

私も「デイサービスで介護職をしていた

ころは…」と言いたいところですが，こ

れも残念ながら介護福祉士の養成テキス

トにしっかりと記載されていました。私

の勉強不足にはあきれるばかりです。

介護過程のプロセス
　介護現場でのプロセスを考えるに当

たって，一番イメージしやすいのは「個

別サービス計画書」だと思うので，ここ

ではデイサービスにおける「通所介護計

画書」を例に介護過程のプロセス（図２）

を見ていきます。

　デイサービスを新規で利用することに

なったＡさんの通所介護計画書を作成す

るには，まずどうすればよいでしょうか。
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