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ヤングケアラーとは

　日本ケアラー連盟によると，「ヤング

ケアラー」とは，家族にケアが必要な人

がいる場合に，本来大人が担うようなケ

アの責任を引き受け，家事や介護，感情

面のサポートなどを行っている18歳未

満の子どものことです１）。18歳〜30代

くらいまでを若者ケアラーと想定してい

ます。「ヤングケアラー」は家庭内のデ

リケートな問題であり，また，本人や家

族に自覚がないことも多く，困った時に

もどこに相談したらよいか分からないと

いう現状があります。そのため，周りか

ら見えにくく，必要な支援につながりに

くいことが大きな課題です。

　ケアマネジャーである私がヤングケアラー

の支援に目を向けたきっかけは，２年前の

新聞の取材でした。以前かかわったLGBT

の方への支援について取材を受けた後に，

「ヤングケアラー」の話題になりました。

　自分が今まで担当してきた多くの利用

ヤングケアラーとは
者の家族について思い返してみると，多

くはありませんが，小学生から大学生ま

での家族もいました。家事の手伝いやデ

イサービスの送迎をしてくれていた孫た

ちに，「偉いね！　ありがとう！」と声

をかけていましたが，私が「ヤングケア

ラー」という視点で見ていなかっただけ

で，その中にも「ヤングケアラー」がいた

かもしれないと考えるようになりました。

　私たちの法人では，ケアマネジャーと

して在宅生活を継続させるためには，利

用者のケアだけでなく，家族のケアが必

要だと考え，10年ほど前からケアラー支

援のためのケアラーアセスメントシート

を独自で作成するなどの取り組みを続け

ています。しかし近年，「ヤングケア

ラー」だけではなく，「ダブルケアラー」

「8050問題」など複動的な問題を抱える

ケアラーに対処するためには，利用者の

ケアを主に行っている家族について考え

るだけでは十分でないことも感じていま

した。それは，１世帯当たりの人数の減

介護保険開始時から訪問介護の事業所にてヘルパーとして従事開始。サービス提供責任者を経て，介護支援専門
員，主任介護支援専門員の資格を取得。居宅事業部部長，等々力の家居宅介護支援事業所管理者兼務。

ケアマネジャーが地域でできる
ヤングケアラー支援の実際

社会福祉法人奉優会　地域包括ケア事業本部　居宅事業部　部長
等々力の家居宅介護支援事業所　管理者 寺尾弘子
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少，ひとり親家庭の増加，共働き世帯の増加，

平均寿命の変化，高齢者数の増加，精神疾患

を持つ人の増加などの家族機能の弱体化に加

え，地域の人との関係性が希薄であることも

関係していると思います（資料）２）。

ヤングケアラーへの支援事例

　私は，主にケアをしているケアラーだけで

なく，ケアラーの周りにいる家族全員に目を

向け確認する必要があると考えました。家族

が皆，無理なく楽しく生活できていなけれ

ば，利用者が毎日楽しく生活することもでき

ません。そのように考えてみた時，ふと，あ

る利用者家族の事例が頭に浮かびました。

　中学生のＡさんは，３つ年上の兄と両親，

祖母の３世帯５人暮らしです（図１）。私が

最初に祖父のケアマネジャーとして訪問を開

始した８年前，Ａさんはまだ小学生で，両親

が働いていたため，学校から帰宅後は祖母と

ヤングケアラーへの支援事例

母子世帯及び父子世帯の推移 日本の家族の変化
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家族機能の弱体化

■一世帯当たりの人数の減少
　※厚生労働省「2019年国民生活基礎調査の概要」より抜粋
　５人（1953年）⇒2.39人（2019年）
■ひとり親家庭の増加
　94.7万世帯（1993年）

⇒141.9万世帯（2016年）
■共働き世帯の増加
　※政府統計の総合窓口（e-Stat）
　　住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数調査抜粋
　614万世帯（1980年）

⇒1,013万世帯（2017年）
■平均寿命の変化
　男性 63.60歳（1955年）⇒81.41歳（2019年）
　女性 67.75歳（1955年）⇒87.45歳（2019年）
■高齢者数の増加
　※政府統計の総合窓口（e-Stat）
　　住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数調査抜粋
　618万人（1965年）⇒

3,548万人（2020年）
■精神疾患を持つ人が増加
　※厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」より抜粋
　204.1万人（1999年）

⇒419.3万人（2017年）
63.6063.60

（万）
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資料●ヤングケアラーの現状と課題

社会福祉法人奉優会居宅事業部編著：子どもの想いを地域で支える ヤングケアラー支援ガイドブック，P.24，25，メディア・ケアプラス，2022.
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図１●Ａさん家族のジェノグラム
 （祖父死去時）
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仲良く留守番をしていました。２年前に祖父

が亡くなり，そのころから祖母の認知症が悪

化し，失禁や着替えをしないといった症状に

加え，被害妄想により家族，特に主なケア

ラーであるＡさんの母親を攻撃することが増

え，頻回に相談があり対応していました。

　以前は，訪問するとＡさんはリビングにいて，

一緒におしゃべりをしていました。Ａさんが

中学生になった最近は，あまり見かけません。

　ある日の訪問時，玄関でインターホンを押

そうとした時，家の中から祖母の大きな声が

聞こえました。緊張しながらインターホンを

押すと，ドアを開けてくれたＡさんの母親の

後ろをＡさんが涙ぐみながら階段を駆け上

がっていくところでした。しかし，リビング

では祖母が何もなかったようにソファに座

り，笑顔で迎え入れてくれました。

　面談の後，私は母親に「Ａさん，何かあっ

たの？」と伺いましたが，「ごめんなさいね。

受験のこともあって，難しい年ごろで…」と

しか話してくれませんでした。その次の訪問

時に，たまたま帰宅したＡさんと玄関で会っ

たので，思い切って「最近，おばあちゃんは

どう？　何か言われたりしない？」と聞いて

みましたが，Ａさんは「大丈夫です」と言っ

て二階に上がって行ってしまいました。

　私はその日の面談の後，玄関先でいつもの

ようにＡさんの母親から祖母の最近の様子を

聞くと，「何度言ってもトイレに行かない。

汚れたリハビリパンツのままでいるから，子

どもたちは嫌がってリビングに来なくなって

しまったの。前はＡが言うとトイレに行った

んだけど，最近はＡにも怒るようになってし

まって。来年は受験もあるから，なんとかし

ないとって思うけど…」と話をされました。

　私は，気になっていたＡさんを呼んでもら

い，困っていることを母親とＡさん２人から

聞くことにしました。受験のことなどを聞い

ているうちに，Ａさんは，「母親に対する祖母

の態度に腹を立てながらも，忙しい母親のため

に自分ができることをしようという気持ちで祖

母の世話を行ってきたが，最近はもう限界！」

と本音を吐き出してくれました。母親はただの

反抗期だと考えていたことを反省され，「主

人と相談するので，今度は夫を交えて相談に

乗ってください」と言われました。その後，

祖母以外の家族全員と話し合いを行いました。

事例でのケアマネジャーの対応

　まずは，認知症という病気について，認知

症の症状，対応方法を家族の皆さんに知って

もらいました。さらに，デイサービスの増回

や時間延長，ショートステイの利用を提案

し，利用を開始しました。祖母に対する家族

の対応が変わると，祖母も落ち着いてきまし

た。経済的な問題に直面することもありまし

たが，介護保険負担限度額認定証を利用する

ことで乗り越え，その後Ａさんは無事に希望

していた高校に合格し，入学したとうれしい

知らせを聞きました。

ヤングケアラー支援に向けた 
地域への取り組み

　この事例の利用者，家族とはケアマネ

事例でのケアマネジャーの対応

ヤングケアラー支援に向けた
地域への取り組み
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新連載

病院，老人保健施設，在宅介護支援センターなどのソーシャルワーカー，特別養護老人ホーム，地域
密着型サービス事業の施設長を経て，現職。対人援助者のスーパーバイザーとしても広く活躍中。現在は介護保
険事業（居宅介護支援，地域密着型通所介護），人材育成事業を展開。法定研修の講師，大学の非常勤講師など
も兼務。著書に『コミュニケーション技術：聴く力と伝える力を磨くコツ』（中央法規出版）などがある。

監修：眞辺一範

山田友紀
ふくなかま居宅介護支援センター 管理者

特別養護老人ホーム，デイサービス，訪問介
護，居宅介護支援センターで勤務。2016年
にふくなかまジャパンの取締役に就任。2017年８月よりふく
なかま居宅介護支援センター管理者。主任介護支援専門
員。趣味は，シュノーケルと津軽三味線。

読者に支えられた１年
　京都市山科区に所在する「ふくなかま居宅

介護支援センター」は，2016年８月に立ち

上げた７年目の事業所です。2022年10月１

日現在で５人の常勤ケアマネジャーが在籍し

ています。

　本誌の2021年10・11月号から2022年８・９

月号の６回にわたり，同タイトルで連載させ

ていただく機会をもらいました。連載中は，

他府県の居宅介護支援事業所の管理者を中心

に，「出来事をマイナスにとらえず，そこか

ら何を学ぶのかということを意味付けする姿

勢が参考になった」「内容の一部を研修で引

用させていただきたい」「組織崩壊が起こる

なんてびっくり。また，それを書くなんて驚

くばかりです」などの貴重なご意見をいただ

きました。

　このように読者の方の思いを知ることがで

きて，私は正直ホッとしました。連載の内容

はこちらからの一方的な発信になるので，そ

の反応が返ってくるのはとてもうれしいこと

です。「双方向のコミュニケーションが成立

すると安心感や共有感を生み出す」という原

則を，直接自分の肌で実感できました。

　さて，今回も，６回に分けて「新人」「中堅」

「管理者」のそれぞれの“独り立ち”をテー

マに，現場でリアルに起こった事実や体験を

管理者の立場で紹介していきます。できる限

り客観的な事実を示し，そこに管理者として

気づき学んだ主観的事実を共に記していきた

いと思います。

人材育成を成功させる最も重要な 
要素の一つは「心理的安全性」 

～安心・安全な職場はそこに働く従業者全員でつくる～
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「心理的安全性」とは何か
　今回のテーマは，「心理的安全性の高い職

場づくり」です。人材育成は，教育を受ける

側の成長が目的です。その最適な職場環境と

しては「心理的安全性」が確保されているこ

とが条件で，管理者の重要な責務の一つです。

　ちなみに「心理的安全性が確保されている」

とは，組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対

してでも安心して発言できる状態のことです。

他者の反応に怖がったり，恥ずかしいと感じた

りすることなく，自然体の自分を包み隠さず

オープンにできる穏やかな環境とも言えます。

　安心・安全でない職場では，自ら発言し行

動することができなくなり，従業者の主体性

や自律性が全く育ちません。問題が表立って

出てこない職場でさえも，従業者の緊張感は

計り知れないものであることを理解しておか

なければなりません。過度な緊張が継続する

と，管理者や教育指導者に対して，従業者た

ちは萎縮し相手の顔色を伺うようになるの

で，歪んだ緊張関係を生じさせます。管理者

にとっては大きな課題です。

　当センターが「心理的安全性が高い職場・

チームづくり」をどのように実現し，津波の

ように襲ってくる課題にどうチャレンジしてき

たか，人材育成に効果的な環境をつくり出す具

体的な取り組みは何だったのか，次に，その

努力や奮闘ぶりを余すことなくお伝えします。

人は感情的になると 
思考が停止する

　2021年秋のことです。従業者のＺケアマ

ネジャーが退職のため有休消化に入った時，

本当はあってはならないことですが，私は積

もり積もった強固なストレスと緊張からやっ

と解放されました。しばらく続いていた手の

震えも治まりました。

　組織の考え方ややり方に対して不満ばかり

を訴え反発的になったＺ氏は，組織的な行動

が取れなくなっていました。実際に，自分の

気に入らないことがあれば，自分の意思を通

すために管理者を無視するか大声で威嚇して

きました。

　いつも警戒していた私は，緊張度の高い環

境と関係性の中で疲弊していたわけです。利

用者への質の高い援助や，事業所の生産性を

上げる取り組みなどについては，頭では必要

な活動だと分かっていても，建設的な新しい

行動ができる感じがしませんでした。

　不安や恐怖があると，自然とそこに自分の

ベクトルが向いてしまい，問題解決の思考は

閉じてしまいます。私自身も，緊張や恐怖が

長引いたことで，「できない」「無理」という

被害的（ヴィクティム）な思考に陥ってしま

う経験をしました。

　私の上司であり，スーパーバイザーである

眞辺は，「人は感情的になると思考が停止す

る」と私に教えてくれたことがあります。「つ

まり，人は考えている時は感じることができ

ないし，感じている時は考えることができな

い」というのです。心が強力な感情に支配さ

れると，自分の主観的な価値や思いが優先

し，物事を客観的な目で見ることができなく

なります。この現象も，感情と思考の法則の

延長線上にあるかもしれません。

24 達人ケアマネ  vol.17  no.2



自分が周りに無意識に 
与えている影響を知る

　管理者や人材育成担当者が「常に穏やか」

か「易怒性が高い」かで，教育を受ける従業

者や職場全体の緊張度はかなり変わります。

特に，すぐにカッとなりやすく相手に対して

攻撃的な人がそばにいるだけで，周りはピリ

ピリとした空気になります。しかし，当の本

人は自分が恐怖を与えている存在とは一切

思っていないことがほとんどです。

　上に立つ人がまずコントロールしなければ

ならない感情が，「怒り」です。「何回教わっ

たら気が済むの？！」「どうしてそんなことを

するの！？」と口に出さず心の中で思っただ

けでも，その空気感から周囲は「怒り」のエ

ネルギーを敏感に感じ取るものです。

　私は，「怒り」について学び仕事に活かす

ために，アンガーマネジメント協会のファシ

リテーターの資格を取得しました。アンガー

マネジメントでは，「怒り」は第二次感情で

あり，本当は怒りの前の感情として第一次感

情が存在するとしています。

　例えば，「Ａさんに声をかけたら，知らな

い顔をされた」（事実）⇒「知らない顔をされ

たので悲しかった」（第一次感情）⇒「無視さ

れて次第に腹が立ってきた」（第二次感情）

というものです。この時，「悲しい」よりも

「怒り」が強調されるメカニズムがあります。

そのため，「怒らない」ことよりも，第一次

感情に着目し，表出してくる「怒り」の感情

にどう対応するかが重要です。

　アンガーマネジメントでは，マントラとい

うスキルがあります。マントラは直訳すれば

「呪文」となりますが，ここでは「心を落ち

着かせるための短い言葉」を指します。「怒り」

が出てきた時，マントラを言って自分の「怒

り」をコントロールするのです。私も，「怒り」

のレベルごとにマントラを用意しています

（表）。これを意識的に活用するだけでも効果

が出ます。

信じがたい事実との遭遇
　ここで，ある日のスーパービジョンにおけ

る，「怒り」についての眞辺との対話を紹介

します。

＊　＊　＊　＊　＊

山田：眞辺さんって，腹が立った時はどう収

めていますか？

眞辺スーパーバイザー：私は人に腹は立てな

いよ。相手から影響を受けないって決めて

いるし，相手に私の期待を押し付けないよ

うにしているから。山田さんは相手に期待

しているんじゃない？

山田：へえ，私が相手に期待している？　そ

んなふうに考えたことはなかったです。

眞辺：「自分にこうしてほしい」とか，「こう

応対すべきだ」と思っていない？

表　怒りのレベルとマントラの一例

怒りのレベル（状態） マントラ（心を落ち着かせる言葉）
イラッときてしまった
イライラがつのってきた
怒りの気持ちが態度に出てしまいそう

「無理に話さなくていい」

「私には選択肢がある！」

レベル１
レベル２
レベル３
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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　坂本貴政
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　相談支援部会副部会長，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会長を務める。

ICT活用
～2022年度現状・経過報告②

連載第25回

高槻市介護保険事業者協議会
　　　居宅介護支援部会の取り組み

ICT化の促進を 
少しでも進めるために

　前回（本誌Vol.17，No.１）に続き，茨木市

（茨木市高齢者サービス事業所連絡会）での

取り組みについてお話ししたいと思います。

　同市では，「人間関係志向型」，いわゆる

「話し合い」がベースであり，トップダウン

でスピード感を持って進めることが難しい状

況でした。では，そのような状況下で少しで

もICT化を前に進めるために，どのような活

動を行っているのでしょうか。ここでは，４

つの取り組みを紹介します。

オンラインミーティングなどの 
ホストになろう勉強会
　まずは，役員自身が「受け身」ではなく「自

ら進める側」にならなければICT化を進める

ことはできないと考えました。そのため，部

会員を全員集め，講師を招き，オンライン

ミーティングでホスト役をするための勉強会

を開催しました。

　会場にはインターネット回線を複数張り巡

らせ，Wi-Fiも準備しました。パソコンやタ

ブレットは各自が持ち込みます。普段からパ

ソコンなどを使い慣れているわけではない参

加者はメールの送受信から苦戦する始末でし

たが，講師のサポートの下，ホスト役をする

方法を手取り足取り学びました。

　感謝すべき相手は，講師役を務めてもらっ

た知人です。彼女は社会福祉士として独立開

業している士業であり，しかも前職で高齢者

を巻き込んだZoomオンラインイベントを成

功させたその道のプロでした。彼女の尽力も

あり，ようやく役員一同ICTのスタートライ

ンに立つことができたように思います。

コラム掲載
　ICT化の促進に重要なのは，「普段から使っ

ていること」です。前回（本誌Vol.17，No.１）

も紹介したMCS（Medical care station）は，

有事下での情報共有の手段として，全国の医

療介護現場で利用されているコミュニケー

ションツールです。MCSは，役員間で浸透

したものの，震災などの有事情報の発信など

早々あるものではなく，研修の案内に使って

も年数回です。これでは，ICTを身近に感じ

ることは少ないでしょう。そこで次に考えた

のが，定期的な「コラム掲載」です。前述の

社会福祉士である知人にお願いし，MCSで
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「茨木市の福祉職への応援コラム」として毎

月連載をお願いしています。

　内容は「高齢者のオンラインの取組」から

「コロナと孤独」まで身近でタイムリーな話題

を扱ったもので，既にファンがつくほど好評で

す。知人からすれば自身の事務所の広報活動と

しても活用できるため，WIN-WINの関係が築

けているのではないかと思います。ICTを普

段使いにするための私たちの知恵の一つです。

全員がホスト役になり 
毎月オンラインミーティングを開催
　先の勉強会で学んだことを生かすべく，部

会では毎月のミーティングをすべて「オンラ

イン」に切り替えました。また，以前はホス

ト役はいつも会長・部会長といった役職者で

したが，今は部会員全員が輪番制でホスト役

になりミーティングを開催しています。各自

緊張感はあるでしょうが，どれだけ丁寧に教

わっても普段自ら取り組んでいなければどん

な技術も身に付けることはできません。イン

プット⇔アウトプットを繰り返し，習慣付け

ることが重要です。

高齢者自身もICTを活用
　ICTを活用しているのは専門職だけではあ

りません。地域によっては，高齢者自身が

ICTスキルを身に付け，積極的にZoomでの

オンラインミーティングなどを行っているよ

うです。前述の知人が以前活動していた地域

では，専門職の支えもありながら高齢者自ら

がパソコンを操作し，自宅からZoomミー

ティングに参加していると聞きました。先日

の部会の打ち合わせでは，その当事者の高齢

者の方々とZoomで話をさせていただき，「と

ても慣れている」という印象を受けました。

　専門職だけでなく高齢者自身も操作できる

ようになれば，モニタリング，担当者会議な

ど普段からの業務の幅が広がるだけでなく，

本来の導入目的である有事の際の安否確認な

どもいっそう迅速に行うことができるように

なります。

　実際，2018年の大阪北部地震の時には，あ

る独居高齢者に対してケアマネジャー，地域

包括支援センターなどの複数の専門職や民生

委員などが何度も安否確認に来るため，ご本

人が怒ってしまわれたケースがあったそうで

す。“確認し過ぎ”ということはないのかも

しれませんが，１日に何度も自宅に人が来る

のは逆にストレスになってしまいます。

　有事の際のMCSの活用は，災害情報を各

自が発信するだけではなく，安否確認などの

情報を多職種チームで即座に確認する目的も

あります。そのような場面で高齢者自らが

ICTを活用することができれば，より多くの

命を救うことができるのではないでしょうか。

　最近は，高齢の家族でもタブレットを自在

に操作し，YouTubeを楽しんでいる方も増

えています。中には，ケアマネジャーよりも

先に情報を集め「こんな事業所があるようだ

が紹介してくれないか」と逆紹介されること

もあります。

　当部会では，専門職への刺激の意味も込め

て，今後高齢者のICTの取り組みも研修で

扱っていく予定です。高齢者自身もICTを身

に付けている，良い意味での副作用を期待し

たいところです。
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オンライン業務は 
どこまで進んだか

　では，私たちケアマネジャーの業務は，ど

こまでオンライン化が進んだのでしょうか。

地域の事業所のデータ集計までは難しいた

め，参考までに当事務所のデータを紹介させ

ていただきます。

　2022年３月時点での実績ですが，ケアプラ

ン計画数307件に対し，サービス担当者会議

やモニタリングをオンラインで実施したのは

18件で，全体のおよそ５％になります（表１）。

多いか少ないか，皆さんの事業所ではどうで

しょうか。当事務所のスタッフには全員

Zoomの操作などを習得してもらいましたが，

その活用に積極的な者もいれば消極的な者も

いて非常に個人差が出ていました。

　オンライン化が進んだ業務としては，

「サービス担当者会議」が圧倒的に多いです。

方法としては，事務所にいる私たちと，利用

者宅（利用者宅から本人が参加する場合はパ

ソコンなどを家族に操作してもらいました），

各事業所をつなぐケース，または私たちが利

用者宅にタブレットを持参して訪問し，利用

者宅と各事業所をつなぐケースがほとんどで

した。

　個人的な感想としては，「パソコンの前に

座るだけで利用者は緊張するのではないか」

「勝手が違うためうまく喋れないのではない

か」など心配しましたが，そんな私たちの心

配をよそに，不思議そうにパソコンを眺めな

がらも普段どおり話をされる利用者ばかりで

した。もちろん，当日パソコンがうまくつな

がらないなどのトラブルもありましたが，だ

からと言って「もうオンラインはやりたくな

い」という声はなく，対面からオンラインへ

の過渡期であることは高齢者自身も理解され

ているのではないでしょうか（表２）。

サービス担当者会議 
～オンラインか対面か

　先ほどICTを習得したとしても積極的に活

用するかどうかは個人差があるという話をし

ました。例えば，サービス担当者会議を開催

する場合，「どういう状況，どんな条件が揃っ

ていればオンライン開催でも支障がないの

か」を判断しなければなりません。周囲から

「どんなケースをオンラインで開催している

のか」と聞かれることもありましたし，実際

私も，「このケースはオンライン開催でも大

丈夫かどうか」と悩んだこともありました。

　そこで次に，私なりに何をもってオンライ

ンでも問題ないと判断したのか，また対面・

オンラインそれぞれのメリット，デメリット

を整理します（表３）。

参加人数
　当然，オンラインではコロナ禍においても

ケアプラン
計画数 割合

307件 18件 ５％

オンライン実績
担当者会議
モニタリング(         )

（令和４年３月実績）

■表１　当事務所のオンライン実践

「なんか不思議ですが，普段どおりに喋れました」
「面白いですね。特に緊張はしませんでした」
「便利ですね。家にいながら顔を見て話ができる
のはいいと思いました」

■表２　利用者の感想
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