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ま え が き

本報告書は、平成２１年度老人保健健康増進等補助事業により実施した「訪問介護員のコ
ンピテンシーモデル検討・作成事業」の成果等を報告するものである。

訪問介護員は、訪問介護計画に基づくケアの提供を行うが、訪問介護の現場では予測不
能なことも含めて、さまざまな事象が生じ、訪問介護員はそのつど対応や判断を迫られ
る。ときには訪問介護計画に明記されていないケアを提供せざるをえないこともある。ま
た利用者およびその家族は個々別々であり、かつ同じ利用者・家族であっても常に一貫性
があるわけではなく、それぞれの利用者・家族との関係はそのつど、その場面でのみ生じ
るものである。したがって、食事介助、排泄介助、体位変換、移乗・移動介助など、訪問
介護員が提供する個々のケアは、言葉のうえでは同一であっても、決して同一の行為では
ない。たとえば同じ排泄介助であっても、訪問先における情報収集の方法・深度、介護技
術の用い方、利用者・家族との関係の持ち方などは個々別々の、そのとき限りのものであ
り、訪問介護員の力量がその質を左右することになる。

現在の介護報酬体系において、訪問介護の質は報酬額に直結しない。しかし、利用者満
足や介護保険の理念である「自立支援」に、訪問介護の質が大いに関わることを考えれば、
事業者の経営上の観点からも、介護保険制度の安定運営の観点からも、訪問介護の質を高
めることが重要である。そのためには、訪問介護あるいは訪問介護員の質の中身を明らか
にしていくことが必要である。
そこで本事業の研究委員会では、質の高い訪問介護（訪問介護員）の中身を明らかにす

ることを企図して、尊厳あるケア・自立支援を個人またはチームとして実現するために、
必要な訪問介護員の専門能力（コンピテンシー）を１４類型に整理し言語化した。

本報告書の活用の仕方としては以下のものが考えられる。
①訪問介護員に１４類型に照らして自分自身の強み・弱みを認識してもらい、自己学習・
研鑽につなげる。

②上長が行う訪問介護員の職能評価や能力開発（教育）のツールの一つとして１４類型を
活用する。

③訪問介護員としての経験の乏しい者に対して、スキルアップの方向性を示す。
④訪問介護員に自身の業務の専門性を理解してもらい、それを利用者等への説明に活か
したり、誇りをもって業務に従事してもらったりする。

⑤事例検討を行う際に、１４類型を、当該事例で活用された専門能力（または不足した専
門能力）を議論するための参加者の共通言語とする。

など
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今後は、上記①～⑤の目的に活用するうえで、本報告書の内容（１４類型等）の有用性等
について情報収集を行い、１４類型の妥当性の確認や活用方法のより具体的な提示につなげ
ていく必要があるだろう。１４類型に整理した訪問介護の専門性を獲得するうえで、どのよ
うなOJT（On the Job Training）や OFF-JT（Off the Job Training）が必要かについて
も、検討が求められる。また、訪問介護を行う事業者のニーズが高い事項については、今
後、時勢をとらえて開催するセミナー等の中で情報提供していく必要があるだろう。
本報告書の内容を、ひろく関係者の方々にご覧いただき、訪問介護の質の向上や、介護

保険の理念である「尊厳あるケア」の実現、および住民のQOL向上に役立てていただけ
ればと祈念している。

平成２２年３月
訪問介護員のコンピテンシーモデル検討・作成事業

検討委員会委員長 藤井 賢一郎
日本ホームヘルパー協会

会 長 因 利恵
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第１章

訪問介護員の
コンピテンシーモデル
～訪問介護の達人が有する専門性とは～
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１．本研究の趣旨等

○本研究委員会は、訪問介護員の専門性を明確化することをねらいとして開催した。

○さらに、その専門性の背景にある行動や思考特性を体系的に整理し、言語化することで、訪
問介護員の「コンピテンシーモデル」を作成することにした。

○今回、訪問介護員のコンピテンシーモデルを作成するにあたって、OECDの DeSeCo（デセ
コ、Definition and Selection of Competencies：Theoretical and Conceptual Foundations）
を参考にしつつ、以下の手順をとった。
①検討委員会の議論により、訪問介護のコンピテンシーモデルを設定
②訪問介護員へのヒアリング調査等に基づき、①の内容を再検討
③「ホームヘルパー」誌に掲載された優良事例で活用されているコンピテンシーモデルを
整理

○OECDが DeSeCo モデルで提唱した「キー・コンピテンシー（主要能力）」とは、もともと
教育成果の評価のために特定・分析されたものであり、その研究報告によれば、コンピテン
シー（能力）とは、単なる知識（knowledge）や技能（skill）ではなく、個別の状況のなか
で、動員可能な心理社会的な資源（技能や態度を含む）を活用して、複雑な要求に応える能
力である。OECDでは、キー・コンピテンシーを、次の３つのカテゴリーに分類した１。
①自立的に活動する能力【act autonomously】
②相互作用的に道具（例えば言語や科学技術）を用いる能力【use tools interactively】
③異質な集団で交流する能力【interact in heterogeneous groups】

○なお、今回のコンピテンシーモデルは、英語圏でいう expert や proficient をイメージして
整理したものであり、訪問介護の「達人」の行動を整理したものである。expert および pro-
ficient の概念については、次ページ表を参照されたい。

○また訪問介護員の専門性を言語化する試みの先行例としては、社会福祉法人全国社会福祉協
議会がまとめた「特論 介護職員の役割・能力の特性と能力開発の方向性」（１１ページ参照）
があり、生活全体を支援すること、利用者との協働作業、考え・判断することの重要性が強
調されている。

○今回のコンピテンシーモデルにおいては、こうした先行例やDeCeCo の視点を踏まえつつ、
訪問介護の達人が有する専門能力の分析、言語化を行った。訪問介護員の職務は、決して相
手の言うままに働くことではなく、高度かつ総合的な専門能力を動員して、利用者の生活支
援や協働作業等を行うものであることが、より明確になったのではないかと考えられる。

１ OECDのキー・コンピテンシーについては文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo3/004/siryo/05111603/004.htm）に詳しい。
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段 階 特 徴

①Novice（初心者） � 教えられた規則や計画を厳守する段階
� 状況把握はほとんどできない
� 自律的な判断はできない

②Advanced Beginner
（見習い）

� 観察された事象・特性に対応した行動指針に従う段階
� 状況把握はいまだ限定的
� 観察された事象・特性は、ばらばらかつ等価に扱われる

③Competent （一人前） � 込み入った状況に立ち向かうことができる
� 長期的な目標をある程度視野に入れて観察することができる段階
� 意識的かつ周到に計画することができる
� 手続きを標準化・定型化している

④Proficient（中堅） � 物事の側面ではなく、総合的に状況を見ることができる
� 状況に応じて何が最も重要かを見極めることができる
� 通常のパターンとの違いに気づくことができる
� 判断するのにあまり苦労を伴わない
� 一般的原則をふまえつつ、状況に対応して意味を理解（変化）する
ことができる

⑤Expert（熟達者） � 規則や指針、一般的原則に頼ることのない段階
� 深い暗黙の了解のもとに、状況を直観できる
� ただし、新たな状況または問題が生じた場合は、分析的なアプロー
チを用いることができる

� 何が可能かを洞察することができる

表－１ ドレイファス（Dreyfus）の５段階の熟達尺度
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（略）
１ 介護職員の役割とその仕事の特性

（生活全体を支援するための幅広い役割）
○ 介護職員は、利用者本人・家族にもっと
も身近で、もっとも頻繁かつ継続的に生
活にかかわる専門職である。その基本的
な役割は、生活全体を支援することであ
り、居住型のサービスでは、利用者本人
の生活に寄り添い、生活の時間・経験の
一部を共有することまでをも期待され
る。

○ 介護職員は、心身の機能が低下し、日常
生活、意思の表明、周囲との関係形成等
に障害をもち、社会的なサポートが乏し
くなった弱い立場にある人々の生活を支
えることから、利用者の求めに応じて断
片的に介護サービスを提供することだけ
にとどまらず、利用者の代弁や権利擁
護、各種サービス等についての情報提供
や相談など家族への支援、地域の社会資
源やサービスとの橋渡しなど、利用者の
生活環境を整えるための広範な役割が求
められる。

○ このため、生活全体をとらえる視点を養
い、生活支援のために必要な幅広い知
識・情報を身に付けるとともに、利用者
をとりまく社会関係や地域の生活文化を
十分に理解して行動する力が求められ
る。

（利用者との協働作業としての介護）
○ 介護は、利用者と介護職員が協働して、
よりよく暮らそうとする目標をともに
し、このための方法や可能性をみつけだ
し、創りだしていく協働作業である。介
護職員は一方的にサービスを与えるだけ
の立場ではなく、利用者のもつ能力や人
間性から多くのことを学び、成長し、支
えられる側でもある。

○ 利用者と介護職員とのこのような協働作
業、相互の関係性によってケアが創造さ
れていくことが個別ケアの本質である。
これを行なうため、コミュニケーショ
ン、関係形成、発想・発意、創意工夫等
の力が大切となる。

（考え・判断する精神労働）
○ 介護は肉体的な労働と捉えられがちであ
るが、本来は介護という身体的な行為を
媒介とした精神的な労働である。介護職
員は、生活のさまざまな状況のなかで、
利用者の心情、心身の状況、周辺の環境
要因などに常に思いを巡らせ、瞬時に自
分のとるべき行動を判断しなければなら
ない。このため、考え、判断するという
能力が求められる。

（２．以降、略）

（出典）「介護サービス従事者の研修体系のあり方について」平成１６年度中間まとめ，社会福祉法
人全国社会福祉協議会，平成１６年１１月

■参考資料

「特論 介護職員の役割・能力の特性と能力開発の方向性」（抄）
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能力類型 参照ページ
分野

（OECD-DeSeCo
コンピテンシー３領域）

①自己管理能力 １３ページ

個人的能力
（自律的に活動する）

②向上志向能力 １４ページ

③倫理観・責任遂行能力 １５ページ

④自己洞察能力 １６ページ

⑤制度理解・説明能力 １８ページ

方法論的能力
（相互作用的に
道具を用いる）

⑥介護技術能力 ２０ページ

⑦利用者接遇能力 ２２ページ

⑧情報収集・洞察能力 ２４ページ

⑨省察・仮説構築能力 ２６ページ

⑩意欲向上援助能力 ２８ページ

⑪家族等関係構築・調整能力 ２９ページ

社会的能力
（異質な集団で交流する）

⑫組織協働能力 ３０ページ

⑬多職種連結能力 ３１ページ

⑭リーダーシップ能力 ３２ページ

表－２ 訪問介護員の専門能力類型（コンピテンシーモデル）試案

２．訪問介護員の専門能力類型（コンピテンシーモデル）試案

○訪問介護員が求められる業務を円滑に実施し、尊厳あるケア・自立支援を個人またはチーム
として実現するための訪問介護員の専門能力（コンピテンシー）を、本研究委員会としては
下表の１４類型に整理した。

○各専門能力類型の説明（考え方等）については、表－２に掲げた各参照ページにて詳述して
いる。それぞれ、訪問介護の「達人」が保有する専門能力を言語化したものである。なお、
各参照ページでは能力類型ごとに能力発揮例を記載しているが、この掲載事例は、委員の実
例等を参考に、今回の報告書用に作成または加工したものである。

○なお３３ページに、上記の能力類型の考え方にもとづく自己評価表を掲げたので、参考にされ
たい。
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専門能力① 自己管理能力 （分野）個人的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 自分自身の健康・ストレスを管理できる
○訪問介護員としての業務を円滑に遂行できるよう、健診受診をはじめ、十分に自己の健康
管理を行って、睡眠不足等にも注意して、万全の体調で業務にあたることができる。
○正しい介護技術により、職業性腰痛等を防止することができる。
○強いストレスがかかる状況を回避したり、ストレスに上手に対処すること（ストレスマネ
ジメント）ができる。

⑵ 感染症の予防と拡大防止ができる
○手洗い、うがい、エプロン・ゴム手袋の使用等により、利用者から感染症が伝染しないよ
う、注意して業務にあたることができる。
○風邪やインフルエンザ、その他伝染性の病気に罹患した場合には、マスクの着用、出社停
止等、感染拡大防止に向けた適切な対応をとることができる。
○利用者の微熱・食欲不振・体重減少等の健康状態の変化を素早く察知することで、感染症
の早期発見につなげ、それにより感染症の拡大防止に寄与することができる。

■訪問介護員による自己管理能力の発揮例

「訪問介護員のDさんは、利用者から暴言を浴びせられたり、家族からお手伝いさんの
ように扱われたりするたびに、強いストレスを感じ、仕事を辞めたいと感じることがあっ
た。しかし、利用者や家族に必ずしも悪意があるわけではなく、家族を含めて心理的なケア
や援助が必要なのだと、自分の側の受け止め方を変えてからは（自己管理、セルフコント
ロール）、以前よりも優しく、敬意をもって声かけや援助ができるようになった。すると少
しずつ、利用者・家族の態度も好意的なものに変わり、ストレスを感じることも減ってき
た。そのため心にゆとりができ、たまに暴言を浴びせられても、“たまにはそういうことも
あるさ”“本当は、何かほかに気付いてほしいこと（＝真のニーズ）があるのではないか”
と余裕を持って受け止められるようになった（ストレスマネジメント）。」

仕事を続けるために重要なのが自己管理能力。介護技術に関する本
や、ストレスマネジメントに関する本を読むことは、自己管理能力の
向上に役立つ。また過度のストレスや悩みがあった場合には、職場の
上司や同僚に早めに相談することも、大切な自己管理能力の一部とい
える。
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専門能力② 向上志向能力 （分野）個人的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 自己の専門性を高める努力を継続できる
○専門性向上につながる書籍・雑誌、新聞等のニュースにより最新情報の入手に努める。研
修会・勉強会・事例検討会等に積極的に参加し発表する。さらなる資格取得を目指す等、
知識・技術・能力向上に努めることができる。

○十分な経験を積んでもなお、専門職として、また利用者の尊厳ある自立を支えるチームの
一員として、介護技術・医学・薬など業務に役立つ知識の収集を図り、常に自己の専門性
を高める努力を続けることができる。

⑵ 日々の実践のなかで自己の専門性を高められる
○自分の専門性について、自己洞察［専門能力④］または他の訪問介護員や他職種と比較す
るなどして短所または長所を把握・言語化できる。また、それによって、短所の改善を
図ったり、長所に一層磨きをかけたりしていくことができる。

○うまくいった実践について、「なぜうまくいったか」を自分自身に問いかけ、逆に、うま
くいかなかった実践について「なぜうまくいかなかったか」を探求するなど、常に考えな
がら業務を行うことにより、日々さまざまな学びを得ることができる。また学びと実践の
繰り返しにより、実践応用力を高めていくことができる。

■訪問介護員による向上志向能力の発揮例

「訪問介護員のCさんは、専門誌「ホームヘルパー」を日ごろから購読し、専門性向上
に役立つ情報を継続的に入手している。また同誌に掲載されている「改善事例」について勉
強したり、あるいは事業所内で積極的にサービス提供責任者に働きかけて事例検討会を開催
するなどして、お互いの専門性向上に努めている。」

必ずしも高いお金を払わなくても、介護に関するさまざまな情報を入
手することはできる。事業所で購読している雑誌を回覧する、研修会
に出た場合は事業所に戻ってから研修内容を伝達する機会を設ける、
利用者に関する互いの類似経験を語り合うなどして、継続的に専門能
力を高めていくことは可能。専門性を高めたいという気持ちを維持し
ていれば、情報は集まってくるし、また日々の業務の中で、さまざま
な学びを得ることができる。
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専門能力③ 倫理観・責任遂行能力 （分野）個人的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 尊厳ある自立を支えることができる
○利用者の尊厳ある自立を支えるという介護保険法および障害者自立支援法の理念を理解
し、常に理念の実現をめざし、かつ訪問介護員の倫理と責任、社会的使命を意識し、利用
者に対する援助にあたることができる。

○利用者の「尊厳」は一律ではなく、一人ひとり固有のものであることを理解して、予断や
思い込みを廃し、個々人に寄り添う姿勢を保つことができる。

⑵ 倫理観・責任感のもとで職務を遂行できる
○利用者の自立を支援するうえでさまざまな困難・課題がある場合においても、強い責任感
を持ち、それらの問題から「逃げない」「ひるまない」ことができる。安易に自分たちの
業務外だと片付けるのではなく、自ら創意工夫を行い、かつサービス提供責任者にも相談を
しながら、事態の打開策・改善策等を見出し、一歩でも前進できるよう努めることができる。

○すぐさま事態の打開策・改善策を見いだせない場合でも、可能な限りの援助を継続しなが
ら、粘り強く事態の改善の糸口を探し続けることができる。

○利用者・家族等のプライバシー（個人情報）を守ることができる。

■訪問介護員による責任遂行能力の発揮例

「訪問介護員のEさんは、ある利用者が、座位保持が可能にも関わらず１日の大半をベッ
ドに横になって過ごしていることを知り、褥瘡の発生や肺炎、生活リズム（排泄・睡眠等）
の乱れなどの心身への悪影響だけでなく、生活の質の低下を危惧した。座位保持を働きかけ
たが、本人には聞き入れてもらえず、同居の妻もそこまで手間はかけたくないという意向
だった。それで諦めることなく、事業所に戻ってサービス提供責任者に相談。介護支援専門
員を交えて対策を検討した結果、隣県に住む長男を交えて本人・妻との話し合いを持ち、電
動式ギャッジベッドの導入を提案することが適当と判断。長男との話し合いを持つまでの間
は、褥瘡が生じないよう、訪問介護員が訪問介護計画に沿って清拭を行うとともに、座位が
とれたらできることは何か、何がしたいかなど、折りにふれて本人・妻の気持ちを引き出す
ようにした。１か月後、長男を交えた話し合いが実現し、電動式ギャッジベッドの導入と昼
間はできるだけベッドに横にならない旨、本人および妻の同意が得られただけでなく、本人
の口から妻と一緒に俳句を楽しみたいという意向が寄せられた。」

現場で課題を発見したら、そのまま放置するのではなく、一歩でも問
題解決につながるよう、責任感・倫理観・使命感をもって対処してい
くことが重要。また自分だけで対応を考えるのではなく、周囲に相談
しながら打開策を見出すことにより、よりよい援助が可能になる。
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専門能力④ 自己洞察能力 （分野）個人的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 自己覚知ができる
○自分自身の感情や言動を振り返り、自分自身を客観的に見ることができる（＝自己覚知）。
それにより、自分の前向きな感情を維持し、よりよい援助を提供することができる。

○利用者宅あるいは職場内では、専門職あるいは組織の一員として節度を保ち、一時的な感
情にまかせて行動・発言することがないようにすることができる。

○自分自身の生活や経験、価値観などについて理解したうえで、自己の経験・感情等をベー
スに、適宜、相手（利用者等）に共感的に接することができる。同時に、安易な共感が相
手に不快感を与えかねない場合（例えば、「あなたの経験と一緒にしないで」との思いを
与える場合等）があることも理解し、相手（利用者等）の経験・感情等を尊重して、相手
の気持ちに寄り添うことができる。利用者に対して、審判的態度や独善的態度をとらな
い。

⑵ 相手に与える印象を意識し、コントロールできる
○自分自身の特徴（短所・長所）や相手（利用者等）に与える印象について理解したうえで、
相手に好意を持ってもらう、または信頼を得られるよう、意識して振る舞うことができ
る。

○相手（利用者等）に話す際には、自分で自分の言動をモニタリング（＝セルフモニタリン
グ）し、相手に与える印象をよりよい方向にコントロールすることができる。また失敗し
た場合には、そのことを的確に把握するとともに、原因・改善策を洞察［専門能力⑦］し
て、次からの対応に生かすことができる。

■訪問介護員による自己洞察能力の発揮例

「訪問介護員のAさんは、ある利用者に、“あんたも、お金のために嫌々、私の世話をし
てるんだろ。そんな人に世話されても、嫌な気持ちになるだけだ”等の暴言を訪問するたび
に吐かれた。最初は理不尽な対応に苦しんだが、ある日、自分が生活のために仕事をやめた
くないのは事実であり、また辛いときに他人にあたりたくなる気持ちも決して自分と無縁の
感情ではないことに気付いた。そんな自分自身を許すことができるなら、相手のことも許せ
るはずだとも思った。そのことにより、理不尽な相手の発言も受容し、心の平静を保って業
務に従事することができるようになった。」

「訪問介護員のBさんは、小柄で細身の体型をしているため、相手に“非力で、身体介
護等に必要な力が不足している”という印象を与えやすいことを自覚している。そのため利
用者および家族との会話の際や、身体介助を行う際には、タイミングを見計らって、自分が
介護のプロであること、介護の正しい知識・技術があれば力まかせでなくてもよい介護がで
きることを実践しながらさりげなく伝え、安心感・信頼感を得るよう努めている。その際に
は、プロとしての自信が声ににじみ出るよう声のトーンに気をつけるとともに、ときにしっ
かりと相手の目をみつめ、笑顔で、ゆったりと語りかけるようにしている。」
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その人にもよりますが、「自分の心に浮かんだことを、話したいよう
に話す」というのでは、よい援助の妨げになりかねません。そこで大
事なのがセルフモニタリング。自分の言動、振る舞いが相手にどのよ
うな印象を与えるかを自覚し、自分で自分をコントロールしましょ
う。自分で自分を見つめるだけでなく、相手の反応もよく観察するこ
とで、セルフモニタリングの精度は向上します。



１８

専門能力⑤ 制度理解・説明能力 （分野）方法論的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 制度を主体的・能動的に理解できる
○自分の仕事の範囲（行えること、行ってはいけないこと、行わなければいけないこと）を
知り、法令および運営規定を順守して業務を行うことができる。

○法制度の詳しい内容を十分理解し、都道府県・市町村の運用の状況を把握している。ま
た、法制度・運用の変遷とその背景についても理解し、今後どのような改定が行われうる
か等制度を可変的に理解・咀嚼（そしゃく）し、自分なりの「制度観」を持っている。た
だし、自分に都合よく解釈をするわけではない。

○「制度に振り回される」のではなく、法制度をめぐる背景を積極的に理解することで、現
実の介護現場の問題を改善・解決することができる。また制度を完成されたものと捉える
のではなく、自分を含めた関係者の努力により、よりよい制度を作っていく必要があるも
のだと考えることができる。

○さらに、介護保険サービスで応えられないニーズに対して、サービス提供者に相談・提案
することにより、他のフォーマルサービスやインフォーマルサービスに結び付けるなど、
様々な代替手段を活用する支援につなげる［専門能力⑫］ことができる。

⑵ 制度の趣旨等をわかりやすく説明できる
○介護保険制度の内容、制度の趣旨（尊厳ある自立の支援等）などの詳細を、自分自身が理
解したうえで、それを分かりやすく、腑に落ちるように利用者や家族に説明し納得を得る
ことができる。

○説明の際は、一方的な説明や自分本位の説明をするのではなく、また、制度・決まりを盾
にとるのではなく、深い洞察に基づき［専門能力⑦］、相手のことを思いやり、相手が理
解できる言葉を用いて説明をすることができる。

■訪問介護員による制度理解・説明能力の発揮例

「訪問介護員のGさんは、なぜ生活援助ができないのかを聞かれた際は、概ね次のよう
に説明する。“私の大事な仕事は、Yさんができるだけ長い期間、自立した生活ができるよ
うに、そのお手伝いをすることです。どうすればAさんの身体の状態がこれ以上悪くなら
ないか、誇りある人生を過ごすことができるかを、ケアマネージャーさん含めてスタッフみ
んなで考えて、Yさんにとって一番よいと思われるプランを作りました。私たちは、そのプ
ランを行うために、税金と介護保険料を使って派遣されてきたので、それ以外のことはでき
ないのです（確かに自己負担もありますが、９割は国民の税金と保険料でまかなわれていま
す）。私たちのプランに沿った介護サービスで、きっとYさんは、今よりももっと元気にな
ると思いますので、試してみましょうよ。”」
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例えば、「なぜ（家族がいると）食事の調理をしてくれないの？」と
いった疑問に、「制度だから」「決まりだから」としか答えられないの
では、利用者・家族との良好な信頼関係は築けない。しっかりと制度
の趣旨を理解し、その趣旨と専門職としての思いを相手に分かりやす
く伝え、納得してもらうことで、その後の専門家としての援助の効果
（自立支援等）を高めることができる。
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専門能力⑥ 介護技術能力 （分野）方法論的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 確かな知識と根拠に基づく介護技術によってケアを提供できる
○食事、排泄・尿失禁、衣類着脱、入浴の介助や対応・対策、身体の清潔（清拭、洗髪、口
腔ケア等）、寝具の整え、体位変換、褥瘡の予防、車椅子等への移乗介助、車椅子等での
移動介助など、多岐にわたる介護に必要な技術を備えている。技術や福祉用具を活用し
て、利用者のADL（日常生活動作）・IADL（手段的日常生活動作）の機能の維持・向上
を図ることができる。

○本人の状態・個別性等に応じた的確な介護の実践や、家族に対する介護技術の助言等をと
おして、訪問介護員は介護の専門職であることを利用者・家族に納得してもらうことがで
きる。また利用者の自己決定を尊重しつつ、自立支援の観点から弊害がある場合（廃用・
閉じこもり等）には、根拠をもって専門職としての判断・行為を提示できる。

○認知症についてよく理解し、その原因疾患や本人・家族の状況に応じて的確な援助ができ
る。また、その家族に対して、対応のポイント等を分かりやすく伝え、支援的環境を整え
ることができる。

⑵ 個別の状況等に臨機応変に対応できる
○求められる援助を、訪問介護計画や手順書から読み解き、利用者の尊厳を維持しつつ提供
することができる。また利用者の住宅や居室の環境等による制約にも柔軟に対応して、そ
の環境下で最適な方法により援助を行うことができる。

○業務の最適な手順・段取りを構想したうえで、時間管理・リスク管理を十分に行いつつ業
務にあたることができる。また予定外の事態が発生した場合や時間内に予定業務が終了し
ない場合などには、ご本人・家族の意向を確認しつつ、また適宜サービス提供責任者に相
談しながら、臨機応変に的確に対応することができる。容態の急変等、緊急の対応が必要
な場合には、予め決められた手順に沿って、サービス提供責任者等に連絡をするなど、冷
静・的確な対応をとることができる。

■訪問介護員による介護技術能力の発揮例

「訪問介護員の Lさんがかかわった利用者は、両膝と両股関節に拘縮があり、膝頭がお
腹につきそうな状態であった。オムツ交換のたびに痛みを訴え、介助を拒むようになったた
め、尿取りパットを使用していた。しかし、多量の尿漏れにより、毎朝布団まで濡れてしま
うので、尿取りパットではなくオムツを使用することにした。膝および股関節の痛みに配慮
して、Lさんは、交換直前に温タオルで膝や股関節を十分に温めてから、赤子のオムツ交換
（腰を上げてオムツを差し込む）の方法を取り入れた。この方法によるオムツ交換では、痛
みは小さく、利用者は安心してオムツ交換を任せるようになった。これにより、布団を濡ら
すこともなくなり、さらに褥瘡も改善されるという結果につながった。」
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ベテラン訪問介護員ともなれば、教科書的な介護技術を備えているだ
けではなく、さらに創意工夫を凝らした対応ができる。さまざまな領
域にわたる介護の、一つひとつの行為や言葉に、深い意図を込めるこ
とができ、それらすべてが総合的に機能することで、利用者の尊厳あ
る自立を支えることができる。
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専門能力⑦ 利用者接遇能力 （分野）方法論的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 利用者との距離を意識・調節できる
○どのような利用者・家族であっても、初めての訪問時など互いの信頼関係が構築されてい
ない時期であっても、ある程度、相手から受容・信頼されるような接遇を行うことができ
る。相手と自分の共通点を見出したり、自己開示を行うなどして、相手の心の中に早期に
（あるいは徐々に）入り込んでいくことができる。

○馴れ馴れしい態度や、不用意な言葉づかいで利用者・家族から反感を買うこともなく、相
手の反応を窺いながらときには大胆に距離を縮めるなど、距離を適切にコントロールし、
かつ距離に応じたコミュニケーションをとることができる。

⑵ 利用者に合わせた接遇ができる
○利用者が自立の維持・向上に向けた意欲を持てるよう、また家族の協力を引き出せるよ
う、相手の特性や個別性に合わせた接遇ができる。また専門用語に頼らず、相手が理解し
やすい言葉でコミュニケーションを行うことができる。

○上記のような接遇を行うために必要な、以下のようなさまざまな技術や目配り・気配り・
心配りを適切に組み合わせて利用することができる。また相手の反応をよく観察または察
知し、臨機応変に対応することができる。
・利用者の状況にあわせたあいさつ
・好感を与える身だしなみ（清潔・動きやすい服装など）、立ち居振る舞い、笑顔
・安心感を与える声のトーン、話すスピード、平易な言葉づかい
・丁寧な言葉づかい（ときに親密かつ敬意をとどめた言葉づかい）
・（相手の特性に合わせて）利用者を名字または名前で呼ぶ
・状況によって、相手の目を見たり、威圧感を与えない程度に見たりする

○言語的コミュニケーションとともに、非言語的コミュニケーションも十分に活用すること
ができる。また、主に言語的コミュニケーションを活用すべきか、非言語的コミュニケー
ションを活用すべきかなど、相手の反応に応じて状況を理解し、局面に応じた適切な働き
かけ・行動をとることができる。

■訪問介護員による利用者接遇能力の発揮例

「訪問介護員のFさんは、身体清拭の際には、“拭かせていただきますね”“熱くないで
すか”等とやさしく声をかけながら、また手を相手の体に添えて（身体接触）、相手が信頼
感・安心感をもって身をゆだねることができているかどうかを確認しながら（フィードバッ
ク）、またご本人の思い出話など楽しく話せる内容を選んで会話をしながら、清拭を進める。
また相手の羞恥心に配慮して、体には大きめのバスタオルをかけ、できるだけ肌や局部が露
出しないように注意している。」
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利用者が持つ生活史を理解し、利用者の行動・会話・しぐさ等の一つ
ひとつが持つ意味を意識して、相手とコミュニケーションを行うこと
が重要。また、利用者・家族の文化的背景に適合した介護方法を選択
することも時には必要。介護技術に関する本や、接遇・マナーの本な
ど、さまざまな情報を入手することが、接遇能力向上に役立つ。相手
と楽しく会話を展開するためには、さまざまな情報を常に吸収し、自
分の視野を広げることも必要。また相手からのフィードバックを確認
して、よりよい接遇の方法を工夫していくことも重要。
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専門能力⑧ 情報収集・洞察能力 （分野）方法論的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 情報を幅広く収集・分析・統合できる
○傾聴・受容・共感的態度、適度な身体接触など、さまざまなコミュニケーション技法を用
いて利用者・家族から情報を収集して、利用者の真の思いや生活ニーズを把握・洞察する
ことができる。

○利用者の状況、家族の状況、住宅環境、その他の情報を的確に収集・分析して、利用者・
家族・住宅環境等の課題等を発見することができる。あるいは、分析するプロセスを意識
することなく、無意識的にさまざまな情報を統合して、課題を瞬時に把握することができ
る。

○個人因子（身体・精神・経済等）と環境因子（家族、住宅、近隣等）を分けて課題把握が
できるとともに、提供しているケア以外の面での、利用者の生活にも目を向けることがで
きる。

○援助の際の言葉かけ・身体接触等に対する利用者の反応など、収集した情報を総合するこ
とにより、利用者の意向・特性・満足度等を把握して、的確な援助を実施できる。また、
サービス内容が適切かどうかの判断ができる。

○人間の弱さや哀しさ、生きていくことの大変さ、利用者の精神的・肉体的な苦痛や無念さ
など、利用者・家族の状況・心情などを、共感的に理解することができる。また利用者の
視点に立ちつつ、専門職としての視点も失わない。

⑵ 専門職として課題や危機を察知・洞察できる
○訪問介護計画の変更等が必要と考えられる場合、あるいは虐待の疑いがある場合等におい
ては、その情報を機敏にとらえて、サービス提供責任者等に的確に報告することができ
る。また、その判断の基となる情報・事実を収集・記録し、後日、サービス担当者会議等
にて、事実関係・課題・対応策（案）等を説明できるよう、準備しておくことができる。

○利用者の異常（容体急変、見慣れぬ行動など）や暴力・その他犯罪行為や犯罪被害の兆候
など、「いつもと違う」ことを素早く察知し、サービス提供責任者等に的確に報告するこ
とができる。また、自分に被害が及ぶことを防ぐための予防策・回避策を取るなどの対応
ができるとともに、迅速に関係機関への連絡などの必要な連絡・相談をチームとして行う
ことができる。

■訪問介護員による情報収集・洞察能力の発揮例

「訪問介護員のHさんは、利用者の妻が、“利用者負担（１割負担）の負担感が大きい”
と不満を漏らすのを聞き、それまでに無いことだったので違和感を覚えた。雑談の中でいろ
いろと聞きとった情報を総合すると、最近、近所に住む無職の長男がときどき家に来ては夫
婦の年金を持ち帰っているようであることが分かった。事務所に帰宅後、サービス提供責任
者に報告。一度、介護支援専門員が様子を伺いに訪問することになった。その後、介護支援
専門員と地域包括支援センター、市の高齢者福祉担当課、生活保護担当課によるケア会議で
対策を議論することになった。」
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家族の漏らした一言や本人のちょっとした仕草等の情報を漏らさず
キャッチすることが、その後の適切な援助および危機回避につなが
る。また、さまざまな情報は、それを組み合わせて、さらに洞察を加
えることにより、価値が高まる。
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専門能力⑨ 省察・仮説構築能力 （分野）方法論的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 将来の可能性を豊かにイメージできる
○利用者の個別の特性・状況等に応じて、利用者が近い将来どうなる可能性があるかという
仮説（改善の可能性と悪化の可能性がありうる）を頭の中に豊かに描いて、改善（自立支
援）に向けた援助過程をイメージできる。その仮説・イメージは、時にわずかな手掛かり
から組み立てられるものであり、確定的・固定的なものではない。

○わずかな手掛かりをもとに、省察（自己との対話や内省により考えめぐらすこと）等によっ
て仮説を組み立てることができる。特に訪問介護の場面では、利用者・家族・住宅環境等
の課題に対応して、常に考えながら仕事ができる。つまり、その課題を放置するとどうな
るか、あるいは、どのようにすれば解決または改善が可能か、複数の可能性を考え、より
よい解決策を見出し、実行することができる。また、現状の延長線上に好ましくない事象
を察知（予期）し、その理由を内省的または分析的に捉えるなどして、その事象の回避策
を探求することができる。

○仮説は、決してありがちなパターンを一律に利用者に押しつけるものではなく、利用者の
個別性に応じて、柔軟に変更可能なものである。また、時々刻々と目の前に立ち現れる事
象に対応して微修正が加えられたり、大胆に新たな仮説やイメージに書き換えられたりし
うるものである。

○仮説に対応して、利用者・家族等の課題が解決されていく手順・流れを想像することがで
きる。その際、関係者や関係機関が果たす役割も併せて想像することができる。それらの
想像力を活用して、踏み込みにくい領域や高いレベルの介護に、足を踏み入れていくこと
ができる。

⑵ 課題解決の可能性を分かりやすく説明できる
○利用者・家族等の課題が解決されていく可能性やそのために必要な援助過程等を言語化
し、サービス提供責任者や介護支援専門員等の関係者に分かりやすく伝えることができ
る。

○利用者・家族にも必要に応じてその改善の可能性を分かりやすく説明し、現在、その改善
プロセス全体のどの地点にいるかを示すことができる。また、そのプロセスを歩むために
必要なこと等について、介護のプロとしての専門的見地から助言等を述べることができ
る。

■訪問介護員による省察・仮説構築能力の発揮例

「訪問介護員の Iさんは、ある利用者の家族から最近体調がよくないという訴えを聞いた。
最近、活動が低下したり食が細くなったりするなど、生活状況に変化があったかどうかを家
族に尋ねたところ、特段変わりないとの回答だった。夏場だったため、ひょっとすると脱水
が原因かもしれないと疑い、家族に、お茶や水を十分に摂っているか、水分制限が必要な病
気（腎臓病等）が無いかなどを確認。サービス提供責任者とも相談したうえで、一般的には
１日に１５００ml 以上の水分を摂らないと体調不良等の原因になることや、今の体調を主治医
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にも相談したほうがよいことを説明した。サービス提供責任者経由で、介護支援専門員にも
その情報が伝わった。１週間後に訪問してみると、“主治医にも相談し、お茶を飲む回数を
増やしたら体調は元に戻った”ということだった。」

収集した情報の解釈は複数ありうる。その複数の仮説に対して、①可
能性の高い仮説に対して対応策を検討・提示・実行する、②容易に回
避できるリスクがある場合は仮説の段階で回避策を取る、などを適宜
組み合わせて対応することが重要。仮説段階であっても、利用者・家
族・関係者にとって有益な情報であれば、仮説であることに誤解のな
いよう注意しつつ、仮説・対策を分かりやすく説明していく努力が求
められる。
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専門能力⑩ 意欲向上援助能力 （分野）方法論的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 自立に向けた意欲・行動を引き出せる
○体力・意欲低下の一般的なメカニズムを理解している。そのうえで、利用者の尊厳ある自
立を支援できるよう、また自立に向けた意欲を引き出すよう、援助を実施できる。すなわ
ち、本人が実施可能な日常生活動作等は本人自身が実施できるよう、その能力が保たれる
ような方法での支援ができる。

○尊厳ある自立を保つことやQOL向上に向けた本人・家族の意欲を引き出したうえで、そ
のために必要な行動・生活動作等に向けた本人・家族の意欲を引き出し、具体的な行動に
結びつけることができる。

⑵ ともに自立を目指す仲間になることができる
○本人・家族およびケアを提供する側（訪問介護員等）は、尊厳の保持および自立支援等の
共通の目標に向かってともに歩んでいくために、協力して取り組む不可欠な仲間（協力者）
だということを、本人・家族に理解してもらうことができる。

■訪問介護員による意欲向上援助能力の発揮例

「訪問介護員の Jさんは、配偶者に先立たれて生きる意欲を失った利用者に、子どもとの
同居を望まないのであれば、“自分で食事の用意ができるといいですね”と働きかけた。利
用者はまったく料理をしたことが無かったが、“煮干しの頭とはらわたを取ることはできま
すか？”等と働きかけて、台所に立つことの抵抗感をなくしてもらいつつ、できることを増
やしていった。ともに料理をしながら、ご本人が料理をすることや、人生そのものを楽しめ
るよう、会話を弾ませる努力も続けた。およそ２年にわたる粘り強い努力が実り、要支援２
から自立に改善することができた。」
「訪問介護員のKさんが関わったある利用者宅では、夫が認知症を持つ妻の介護に疲れ

果てていた。夫は妻の認知症に対して無力感を覚え、自分を責めている様子もあった。そこ
で夫に、“あなたはとても責任感が強い人なのですね”等と共感的に評価したうえで、“認知
症の方は、周りの方の心身のご負担が強くなると、そのつらい気持ちの部分が伝わって、か
えって状態が不安定になるとも言われています。奥様の病状のためには、ご主人が無理をせ
ず、より楽になることが結果として一番、大切なのですよ”と助言。また、息子夫婦にも介
護を手伝ってもらえば、「みんなで介護した」「親孝行できた」という思いにもつながって、
長い目でみたら、息子夫婦にとってもよいことではないかと話したところ、夫は自分一人で
頑張るのではなく息子夫婦を頼りにできるようになり、また自分を責める気持ちも軽減した
ようで、そのため次第に表情も和らぎ、妻の症状も落ち着きを見せる日が増えてきた。」

日常的に利用者本人・家族に接する機会の多い訪問介護員は、介護
に対する前向きな思いを本人・家族に伝えることで、本人・家族の
意欲を高める役割が期待されている。もちろん意欲だけでは不十分
で、正しい知識、相手に的確に伝える技術も必要になる。
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専門能力⑪ 家族等関係構築・調整能力 （分野）社会的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 家族との協力関係を構築できる
○利用者の家族等と良好な人間関係を構築することができる。そのことにより、円滑に援助
業務を実施できるとともに、利用者の尊厳ある自立の支援に向けて、家族の適切な協力・
参加を得ることができる。

○訪問介護員は、介護の専門家であって、便利なお手伝いではないことを家族に理解しても
らうことによって、効率的・効果的に必要な援助を行うことができる。生活援助が実施で
きない場合には、その理由を本人・家族に理解してもらい、納得して介護に協力してもら
うことができる。

○家族をよりよい援助を提供するための「資源」ととらえ、積極的に活用することができる。
⑵ 家族間の関係を調整できる
○必要に応じて、家族間の関係を調整することにより、よりよい援助の提供、および利用者
の尊厳ある自立の支援を実現することができる。

○家族間の関係や感情が、調整・修復困難だと思われる場合にも、家族の不満を上手に聞い
てあげるなど、最善の努力を粘り強く続けることで、事態の改善に向けて一歩ずつでも前
進することができる。

■訪問介護員による家族等関係構築能力の発揮例

「訪問介護員の Pさん（女性）は、介護サービスの利用者が男性で、かつ日常的には妻
が介護をしている場合には、利用者ばかりでなく、妻との関係構築にも細心の注意を払うよ
うにしている。以前、別のケースで、妻が嫉妬心を抱き、介護に非協力的になるばかりでな
く、その夫婦間の関係まで、ギクシャクしたケースがあったからだ。また、中には日頃の不
満を、妻の目の前で訪問介護員をほめて憂さ晴らしするケースもある。そのため、利用者だ
けでなく妻にも積極的に声をかけ、普段の介護の労をねぎらうようにしている。また、妻の
努力を利用者にもさりげなく伝え、利用者の男性が妻への感謝の気持ちを持ち、それを言葉
にできるような関係づくりを心がけている。」

訪問介護計画に基づき提供される介護と、家族による日常的な介護の
整合性が取れることにより、効果は増大する。したがって家族には介
護方針を理解してもらい、介護の協力者になってもらう必要がある。
それは日常的に、利用者宅を訪問する訪問介護員に期待される役割で
ある。また家族間の調整も、訪問介護員の重要な役割である。
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専門能力⑫ 組織協働能力 （分野）社会的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ 組織の一員としての自覚と行動ができる
○チームまたは組織のミッション（使命）を理解したうえで、チームの一員として行動する
ことができる。

○多職種によるチーム全体として最善の成果を上げることに参加・協力することができ、個
人の思いで勝手に先走るようなことがない。

⑵ 組織で情報を共有して、適切なケアにつなげられる
○業務記録や連絡ノート等にも、事実関係や引き継ぎ事項、専門職としての見解などを的確
に記すことができる。サービスや情報を私物化することなく、サービス提供責任者や管理
者に、報告・連絡・相談（ほう・れん・そう）を状況に応じて的確に実施できる。またサー
ビス提供責任者等から、利用者の心身状況等の必要な情報を入手し、適切なケアにつなげ
ることができる。

○利用者と日々直接接する立場にある訪問介護員の立場から、チームとしての選択や意志決
定に役立つ情報、よりよいケアにつながる情報を抽出し、他職種やサービス提供責任者、
介護支援専門員等に具体的・積極的・的確に提供したり、資料にまとめることができる。
それにより、よりよいケア提供につなげることができる。

■訪問介護員による組織対応能力の発揮例

「訪問介護員のMさんは、利用者の身体状況や日常生活動作の状況等を観察して、利用
者の自立支援のために追加のサービス（訪問回数増加、デイサービス利用、住宅改修等）が
必要と考えられる場合には、サービス提供責任者に報告・相談して、サービス担当者会議の
開催を働きかけている。サービス担当者会議の際は、自分が訪問時に収集した情報に基づ
き、利用者の自立支援を妨げる要素を、①本人の身体状況や意欲に起因するもの、②家族の
関わり等に起因するもの、③住宅の環境等に起因するものに区分して資料を作成・説明し、
よりよい援助に向けた対応について自分の意見を具体的かつ積極的に述べるようにしてい
る。」

一人ひとりの訪問介護員が、自己の専門性に基づき、主体的に利用者
に関わっていくことが重要。そのような主体性を備えた専門職が集ま
ることによって、チーム全体としての対応能力が向上する。ただし、
ある訪問介護員と別の訪問介護員で、提供するケアの内容等にばらつ
きがあるのでは、利用者の不信感や不満を生じさせかねないので、
チームとして提供するケアの質が統一できるよう、一人ひとりの訪問
介護員が意識することも重要。
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専門能力⑬ 多職種連結能力 （分野）社会的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ ケアの全体像の中での自分の役割がわかる
○訪問介護員および自己の事業所が担う役割と、関連職種（介護支援専門員、訪問看護師等）
および関連する事業・サービスが担う役割について理解し、利用者に対するケアの全体像
を把握できている。その理解に基づき、訪問介護員としての専門性を発揮して、求められ
る役割・使命を果たすことができる。

⑵ チームとしてのケアの質向上に貢献できる
○利用者と日々直接接する訪問介護員として、いち早くサービスの不適合、身体状況の変化
やその他の問題を察知した場合には、サービス提供責任者や介護支援専門員等と相談・連
携しつつ、サービス内容の変更（他職種による援助の追加等）を図ったり、市町村や関係
機関（主治医・地域包括支援センター・福祉事務所・警察等）に支援を求める・つなぐな
どして、事態の改善につなげることができる。

○市町村・家庭裁判所・地域資源等にどのような機能を期待できるかといった情報を、訪問
介護員自身が日々入手しておき、必要に応じて、サービス提供責任者とも相談のうえ、イ
ンフォーマルサービスや関係機関による援助につなげることができる。ソーシャルワーク
の考え方を理解したうえで、ソーシャルワークの考え方に沿った対応を行ったり、ソー
シャルワーク技術を活用したりすることができる。

■訪問介護員による多職種連結能力の発揮例

「訪問介護員のNさんは、利用者（Zさん）の入浴介助中に体に不自然な痣があるのを
発見。どうやら同居の息子から虐待を受けているようであった。そこで、事業所に戻って
サービス提供責任者に報告。サービス提供責任者からの連絡に基づき、地域包括支援セン
ターの社会福祉士が権利擁護の観点で一度訪問し、事実関係と緊急対応の必要性を確認する
ことになった。社会福祉士は息子と面接後、Zさんの一時措置入院が必要と判断。関係者に
よるケース会議を招集のうえ結論を出すことにした。」

自立を支援するための介護は多職種によるチームプレイ。なかでも、
日々利用者や家族と接し、その変化（状態の改善・悪化等）を把握す
ることになる訪問介護員の役割はとても重要。他職種は、現場の最前
線にいる訪問介護員からの情報を待ち望んでいることを心に留めて、
日々の援助を行う必要がある。
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専門能力⑭ リーダーシップ能力 （分野）社会的能力

■能力類型の説明（考え方等）

⑴ ケアの質向上に向けてチームの中でリーダーシップを発揮できる
○利用者の尊厳ある自立の支援を支えるチームの一員として、チームまたは組織のミッショ
ン（使命）を理解したうえで、よりよい援助につなげるための選択や意志決定に向けて、
自らチーム全体をリードするなど、中心的に関わったり、チーム員の支援・助言を行った
りすることができる。

○職務上の階級とは関係なく、仮に新人であっても、現場の最前線で把握した情報等をもと
に、チーム全体の援助の質を高めるよう働きかける（行動する）ことができる。

⑵ 後輩等の人材育成に貢献できる
○組織内の後輩の訪問介護員や他職種等と良好な関係を構築・維持できるとともに、後輩等
には自己の知識・ノウハウおよび経験知を具体的に分かりやすく説明したり、本質を抽出
して伝えるなどして、人材育成に貢献することができる。

○後輩の訪問介護員等の個性に応じて、説明の仕方を変えたり、適切な問いかけや課題設定
を行うなどして、後輩の訪問介護員等の成長を支援することができる。

■訪問介護員によるリーダーシップの発揮例

「訪問介護員のOさんは、自分の専門性を高めるため、住宅改修についても勉強会に参
加し、日々の業務に役立てている。また新人の訪問介護員には、自らが参加した住宅改修に
関する研修会の情報や、過去に利用者宅を訪問した際の失敗例、現在関わっている事例など
について積極的に話をしたり、勉強会への参加を勧めたりして、後輩の育成に努めている。
また気さくに話しかけることから、新人にとっても相談しやすい先輩であり、困りごとが
あったときにはすぐ相談してくれる。」

利用者の尊厳ある自立を支援するためには、訪問介護計画どおり（指
示どおり）の援助を行うだけでは必ずしも十分ではない。どのような
援助が求められているかを常に、考え、必要に応じてサービス担当者
会議の開催をサービス提供責任者に持ちかけるなど、プラン変更につ
いてもリーダーシップを発揮していくことが求められる。また、後輩
を育成することも、利用者の尊厳ある自立を支援するためには重要。
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能力類型 能力類型の内容・チェック（注） 評価

①自己管理能力 □自分自身の健康・ストレスを管理できる
□感染症の予防と拡大防止ができる

②向上志向能力 □自己の専門性を高める努力を継続できる
□日々の実践のなかで自己の専門性を高められ
る

③倫理観・責任遂行能力 □尊厳ある自立を支えることができる
□倫理観・責任感のもとで職務を遂行できる

④自己洞察能力 □自己覚知・自己管理ができる
□相手に与える印象を意識し、コントロールで
きる

⑤制度理解・説明能力 □制度を主体的・能動的に理解できる
□制度の趣旨等をわかりやすく説明できる

⑥介護技術能力 □確かな知識と根拠に基づく介護技術によって
ケアを提供できる
□個別の状況等に臨機応変に対応できる

⑦利用者接遇能力 □利用者との距離を意識・調節できる
□利用者に合わせた接遇ができる

⑧情報収集・洞察能力 □情報を幅広く収集・分析・統合できる
□専門職として課題や危機を察知・洞察できる

⑨省察・仮説構築能力 □将来の可能性を豊かにイメージできる
□課題解決の可能性を分かりやすく説明できる

⑩意欲向上援助能力 □自立に向けた意欲・行動を引き出せる
□ともに自立を目指す仲間になることができる

⑪家族等関係構築・調整能力 □家族との協力関係を構築できる
□家族間の関係を調整できる

⑫組織協働能力 □組織の一員としての自覚と行動ができる
□組織で情報を共有して、適切なケアにつなげ
られる

⑬多職種連結能力 □ケアの全体像の中での自分の役割がわかる
□チームとしてのケアの質向上に貢献できる

⑭リーダーシップ能力 □ケアの質向上に向けてチームをリードできる
□後輩等の人材育成に貢献できる

合 計

表－３ 訪問介護員の専門能力類型（試案）と自己評価表

（注）各能力類型の内容については本文参照。

３．訪問介護員の専門能力類型（試案）と自己評価表
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【自己評価表の活用方法（案）】
●自己評価を行ったうえで、「評価」欄に、確実にできていれば「A」、不十分だがある程度で
きていれば「B」、できていなければ「C」を記載し、得意分野・不得意分野を意識（自覚）
する。「A」＝２点、「B」＝１点、「C」＝０点として、合計点を算出することも考えられる。

●能力の有無（到達度）を総体として評価するほか、個別ケースについて各能力を発揮できて
いるかどうかを評価することにより、よりよい支援の方向を見出していくことも考えられ
る。

●自己評価結果について、言語化し、管理者等に伝えることにすれば、さらに現状の客観的な
理解や、自己の課題を明確化することにつながると考えられる。

●管理者は、自己評価結果という共通の土台に基づき、訪問介護員とよりよい支援の方向を協
議または教育することができる。また「なぜその評価なのか？」等の掘り下げる質問を行う
ことで、事実に即した課題検討や教育を行うことができ、能力開発に効果を発揮すると考え
られる。
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第２章

事例にみる
訪問介護員の専門性
～コンピテンシーモデルによる分析～
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事例の概要

事例① 意欲低下から復活し、歩行能力が著しく改善した成功事例

事例② 難病を抱えた利用者のケアを通して力量を形成した事例

本章では、訪問介護員に事例ヒアリングを行い、具体的事例の中にどのように訪問介護員の
専門性が発揮されるか、あるいは求められるかを、第１章に記載したコンピテンシーモデルに
よる１４の専門性類型を活用して整理・分析を行った結果を紹介している。

本章で紹介した事例は、以下の２事例である。なお、上記の趣旨を損なわない範囲におい
て、個人が特定されないように、また事例の普遍性が高まるよう、検討委員会の責任において
情報を加工した。

■本章に掲載した事例
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１ 利用者及び訪問介護員の概要

事例① 「意欲低下からの復活」

【利用者】
１．Aさん：８０歳代、女性、要介護度４

２．疾病：軽度認知症（疑い）、脳梗塞後遺症左麻痺、骨粗鬆症、胸・腰椎変形

３．住居：アパート２階（出入りは外階段利用）、息子夫婦と同居

４．利用サービス：通所介護＝４回／週、訪問介護＝４回／週、短期入所生活介護＝１
週／月、訪問診療＝２回／月

５．福祉用具貸与：ベッド・車椅子

【訪問介護員】
１．Xさん：３０歳代、男性、常勤

２．保有資格：訪問介護員２級、介護福祉士
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２ 初回訪問までの経緯

１．脳梗塞を発症し、入院（３ヵ月）。左半身に麻痺あり。退院時のサービス担当者会議
により、通所介護、訪問介護等のケアプランが策定された。

２．通所介護の際には、送り出し（外階段を背負って移動介助する力仕事が必要）を訪問
介護により実施する必要があった。そこで類似業務を行った実績のある男性の訪問介
護員（Xさん）が、通所介護の出発・帰宅時間にあわせて訪問介護を行うことになっ
た。

３．介護支援専門員からは、「意欲低下が激しい」「軽度認知症の疑いがある」との説明が
あった。

４．Xさんが担当に加わった際には、全般的に意欲低下が見られ、下肢筋力などに向上が
見られなかった。また排泄等の移動時には、家族等による全介助を要する状況にあっ
た。

左半身麻痺、軽度認知症（疑い）という予備情報のなかで、必要な対
応を予測しつつ、利用者への関わりを開始することが重要（⑧情報収
集・洞察能力、⑨省察・仮説構築能力）。それは「予断を持つ」とい
うことではなく、実際の状況にあわせて柔軟に対応できる姿勢を維持
することが求められる。また、「背負っての移動介助」に危険がない
か等を、その家の状況や、利用者の麻痺の状況等に応じて洞察するこ
とが肝要。
「外階段を背負って移動介助する力仕事」が依頼された業務の大きな
部分ではあるが、利用者と１対１で対応する機会を継続的に持つこと
になる訪問介護員に期待される役割は、ただの力仕事にはとどまらな
い。訪問介護員の「気づき」や「働きかけ」が契機となって、通所介
護や短期入所生活介護のスタッフや、介護支援専門員等を含めたチー
ム全体のケアの改善につながり、利用者の自立支援につながることが
十分考えられる（⑬多職種連結能力）。特に、本事例のように、意欲
低下が激しい事例においては、チーム全員が利用者への関わり方を工
夫していくなかで、誰かがその突破口を見いだしていくことが重要で
あり、チームの重要な一員である訪問介護員一人ひとりにもその自覚
と意欲が求められる（③倫理観・責任遂行能力）。
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３ 訪問初期における利用者の状況

１．訪問初期においては、「おはようございます！」と挨拶をしても、反応がなく、目線
だけがこちらを確認している状態だった。

２．通所介護に行くためにベッドから起き上がり、着替え・荷物を準備するための声をか
けるが、自分からは動こうとせず無気力状態であった。ベッドからの起き上がりで
は、ベッドフレームにつかまってもらい訪問介護員が支え介助する必要があった。

３．麻痺側の腕は全く動かそうとせず、ほぼ全介助。室内移動の際は、右手に杖を持ち、
左側から訪問介護員が抱えるように支えて歩く必要があった。

４．室内歩行時に、膝から崩れるようなことはなかったが左後方に傾くことがあった。認
知機能の問題のためか、行先と歩く動作「杖・左足・右足」の声をかけなければ、う
まく歩くことができなかった。

５．通所介護の送り出しでは、車椅子を１階にセットし、外階段２階から１階まで、訪問
介護員が Sさんを背負って階段を下りる必要があった。

６．利用者は、意欲低下のためか、または訪問介護員への拒否のためか、会話をほとんど
したがらず、利用者を知る手がかりがなかった。そこで、通所介護に送り出した後の
家族との短い時間の会話の中で、少しずつ情報を収集し、利用者とコミュニケーショ
ンを図る糸口を探した。

外階段を訪問介護員が背負って歩かなければ、登り降りができないと
いう状況。移動に困難を伴い、廃用の進行や認知症の発症・悪化が懸
念される。かつ意欲低下があり、訪問介護員との会話が成立しないと
いう危機的状況からのスタートとなった。そして、その状況の中から
自立支援の糸口を探るために（③倫理観・責任遂行能力）、利用者の
「表情」「目線」に着目し（⑧情報収集・洞察能力）、家族から根気よ
く情報を集めている（⑪家族等関係構築・調整能力）姿勢に注目。こ
の姿勢および、「杖・左足・右足」という確かな声かけにより歩行を
援助できる技術（⑥介護技術能力）が、後に歩行能力の飛躍的改善と
いう成果を生むことになる。
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４ 訪問初期における訪問介護員の状況・洞察等

１．本事例で、Xさんは、利用者の意欲を引き出すために、会話においてはYES・NO
で答えられる質問（閉じられた質問）はせず、自分で言葉を発する・自分の意思を確
認できるような質問（開かれた質問）をしていったという。

２．例えば、通所介護からの帰宅時には、通所介護での出来事を話してもらうようにし、
活動予定表や献立表・連絡ノートなどを見ながらヒントを出し、かすかに残っている
記憶を呼び起こすようなコミュニケーションをとった。

３．また利用者はかつて日本舞踊の師範だったため、「どんな流派があるのか」を尋ねた
りした。その際には、「私の母も三味線の＊＊流の師範なんですよ」という話を呼び
水として、相手の興味を引き出すように努めた。

４．そうしているうちに、次第に心を開いてくれるようになり、１か月後には、朝の訪問
時に「おはようございます！」と声をかけると、ニコッと笑ってくれるようになった。
そのころから訪問介護員に心を開いてくれるようになり、さらにいろんなことを聞け
るようになった。

利用者自身に言葉を発してもらうため、質問の仕方を工夫したり、利
用者との共通点を見出して互いの距離を縮める努力をしている（⑦利
用者接遇能力）。また、利用者の意欲を引き出すことや、よりよい介
護のためのアセスメントという目的がまずあり、そのために利用者と
の関係構築や声かけなどの努力が維持されるという構図にあり、その
問題意識がぶれることなく継続している（③倫理観・責任遂行能力、
⑩意欲向上援助能力）。
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５ 一つの転換点

１．日々の関わりが功を奏し、次第に、ベッドからの起き上がりが一人でできるように
なった。また、利用者の思いと家族の協力もあり、「日中座位で過ごす時間が増えた」
との報告が家族より聞かれた。

２．それにつれて、自分から話しかけるようになるなど会話も増え、人の名前、通所介護
での出来事や食事メニューなどしっかりと答えられるようになり、記憶力が確かなも
のとなってきた。

３．このころより、自分の意思を伝えられるようになった。そして２か月後のある時、
「私はこんなんじゃなかったのに……」と一言つぶやいた。

４．Xさんは、この言葉の裏に「私の姿はこんなんじゃない」「歩けるようになりたい。
元の姿に戻りたい」というメッセージが隠されていることを感じ取った。

粘り強くかかわり続けた後（③倫理観・責任遂行能力）、状態の改善
が見られてきた中で発せられた「こんなんじゃなかったのに…」の一
言を聞き洩らさず、その言葉の意味を鋭敏に感じ取ることができたこ
と（⑧情報収集・洞察能力）がで、事態を次の局面（歩けるようにな
りたいという欲求への気づき）に導くことに成功した（⑩意欲向上援
助能力）。
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６ その後の展開

１．初回訪問から４～５か月後、利用者の思いをふまえて、「もし体が元気になったら、
何がしたいですか？」と尋ねたところ、「外に出かけたい」という答えが返ってきた。
「いいじゃないですか！じゃあ歩けるようにしましょうよ」と返し、それを利用者の
目標に位置づけることができた。

２．「一人で歩けるようになりたい」「家族と一緒に外出がしたい」という目標に向かって、
利用者を中心に、ケアマネジャー・家族・他機関と連携を図り、それぞれの役割を
しっかりと把握し、ケアの統一化を図った。

３．会話の中でも、歩けるようになったら「何をしたい？」「どこに行きたい？」など、
楽しみが持てるような会話を意識し利用者の意欲を引き出すよう努めた。

４．利用者と関係者すべてが、目的（目標）と今やるべきことを共通に認識し、利用者を
励まし、工夫しながら支援した。例えば、家庭内の役割を持ってもらうよう家族に働
きかけ、洗濯物をたたむことは利用者の役割として位置づけられた。

５．ベッドからの起き上がりのときも、残存能力を活用した起き上がり方を伝え、また家
族にも常に同様の関わりができるようアドバイスした。

６．どのような声かけをすると、スムーズに歩行ができるかや失敗例について、介護支援
専門員から通所介護や短期入所生活介護の事業所にも情報を伝達してもらって情報を
共有し、チームとして利用者の自立を支援できるようにした。

７．このような関わりから、利用者の意欲・状態は向上し、支える人がいれば階段を歩い
て登り降りできるようになり、下半身だけでなく左上肢の動きもよくなってきた。ま
た利用者・家族の努力の成果が現れ、衣類の着脱時にボタンのかけはずしが完全では
ないができるようになってきた。

８．息子さんが定年退職し、家族の介護力が向上したことと、かつ、支えがあれば自力で
外階段の歩行ができるまでに歩行能力が高まったため、訪問介護員の援助なしで、通
所介護や短期入所生活介護の利用が可能になった。そのため約１年で、Xさんの本事
例への関わりは休止にいたった。
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外出するということを、利用者・家族等の共通の目標にうまく設定す
ることに成功した（⑦利用者接遇能力、⑨省察・仮説構築能力、⑩意
欲向上援助能力）。家族介護の中でも残存能力の維持・向上につなが
るよう、的確にアプローチしている（⑪家族等関係構築・調整能力）。
さらに、連絡ノートを活用したチームプレイ（⑬多職種連結能力、⑭
リーダーシップ能力）が、歩行能力向上の成果につながったといえる。
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７ 事例提供者によるまとめ

１．ご本人の生い立ちや、家族関係、生活習慣、好き嫌い、趣味、生きがいなど、その人
のことを知らないと、その人の本当の人生観が見えてこない。普段から会話などコ
ミュニケーションを大切に、その人を知ることが大事。

２．訪問介護員と利用者の関係に限らず、相手を理解し共感が持てないといい関係は保て
ず、よいケアはできない。

３．訪問介護員の専門性が問われる中、これからの介護は多種多様な、個別性を大切にし
た援助が主流になってくる。個別性を活かすには、よく話を聞き、観察し、その人を
理解することが重要である。

利用者のさまざまな情報を得たり、コミュニケーションを深めたりす
るためには、その人に、踏み込んだ質問をしていくことも必要にな
る。どう質問すれば答えてくれるか、自分に好感を持ってくれるか、
創意工夫して質問や質問につながる雑談を行う力が、訪問介護員には
求められる（②向上志向能力、⑦利用者接遇能力）。Xさんは踏み込
みすぎて、相手に叱られる失敗も数多くあるという。しかし大事なの
は、踏み込みを甘くすることではなく、失敗に学ぶことと、失敗した
らすぐに謝ること。そして、「なぜ、そこまで質問するのか。それは、
あなたのことを知らないとよいケアができないから。だから、もっと
私のことを信頼できるようになったら、さらにいろんなことを教えて
ほしい」とXさんは利用者に説明するとのこと。③倫理観・責任遂
行能力、⑦利用者接遇能力の裏付けがあれば、「踏み込み過ぎ」の失
敗は十分にカバーできる。



４６

１ 利用者及び訪問介護員の概要

事例② 「難病を抱えた利用者のケア」

【利用者】
１．Bさん：６０歳代、男性、要介護度５

２．疾病：筋萎縮性側索硬化症（ALS）

３．住居：１戸建、妻と同居

４．ADL：四肢麻痺。目、口、表情の筋肉を動かすことができる。気管切開により人工
呼吸器装着。訪問介護員による痰吸引あり。食事は、経口摂取。排泄は、尿カテーテ
ル、訪問看護による摘便。入浴は、訪問入浴。コミュニケーションは、パソコン、文
字盤、口唇読み取り。

５．サービスの利用状況：訪問診療・訪問看護＝５回／週、訪問入浴＝３回／週、訪問介
護＝毎日

※訪問介護サービス内容：観察・健康維持管理（痰の吸引、吸痰ビンや経管栄養ルー
トの消毒、服薬介助等）、食事介助、水分補給、排泄介助（おむつ交換）、口腔ケア、
身体機能保持（移乗、移動、体位変換、拘縮予防）、通院介助など

６．難病患者等日常生活用具給付事業：意思伝達装置

【訪問介護員】
１．Yさん：３０歳代、女性、非常勤

２．保有資格：訪問介護員２級、介護福祉士



４７

２ 初回訪問までの経緯

１．平成１６年ALS 発症。平成１８年気管切開により人工呼吸器装着後、訪問介護を利用開
始。

２．社会サービスを利用して、妻は日中フルタイム労働を行っており、昼間は独居とな
る。

３．チームによるケア提供２年目の平成２０年から、訪問介護員（Yさん）はチームに参加。

４．Yさんは、ピック病患者の痰の吸引（注）の経験があったが、人工呼吸器装着者への吸
引では注意点等が異なるため、看護師からの指導を受けた後、実際のケア提供にあ
たった。
（注）たんの吸引は、訪問介護サービスの業務とは位置づけられていないが、章末の参考資料の

とおり、一定の条件を満たすことにより、家族以外の者が行うことが認められている。

ALS患者にケアを提供するうえでは、⑴ALSに関する知識、⑵患
者・家族の心情等に関する洞察力、⑶困難な事例に対しても見通しや
前向きな気持ちを持って取り組む姿勢、が必要であり、②向上志向能
力＋③倫理観・責任遂行能力＋⑨省察・仮説構築能力＋⑪家族等関係
構築・調整能力が求められる。
また痰の吸引等の技術も重要であり、⑥介護技術能力が求められ

る。必ずチームでのケア提供となるため、⑫組織協働能力＋⑬多職種
連結能力も必要である。
なお、ALS患者の在宅療養の支援および痰の吸引については、参

考資料（章末）のとおり国の通知が発出されているので、関係業務に
従事する場合には、その内容を理解しておく必要がある（⑤制度理
解・説明能力）。



４８

３ 訪問初期における利用者の状況

１．初回訪問時は、ベッド周りに人工呼吸器や、尿カテーテルなどの医療器具がたくさん
あって、まるで病室のようだった。

２．利用者は事前情報どおり、意志がとても明確であった。先輩と同行訪問の初期は主に
口腔ケアにあたったが、「歯を１本ずつ各１０回磨いてほしい」「もっと口を強くひっ
ぱって磨いてほしい」等細かい指示が、利用者本人から出された。

３．利用者は視線や表情、舌打ちなどで、介護者に意志を表示しようとするが、最初のこ
ろはその意思表示を見逃しがちで、後日、利用者から事業所に苦情が入ることにもつ
ながった。

４．美味しいものを食べることが重要な生きる喜びとなっており、ステーキ、パスタな
ど、毎回の食事（食材・調理方法）は本人により細かく指定される。その指定により
調理を行うが、本人の希望どおりでない場合は、利用者から事業所に苦情のメールが
入ることにもつながった。

５．利用者は歯科医師だったこともあり、訪問介護員を指導して、介護の質を高めること
で自分自身の生活の質を高めたいという意志が強固であった。

訪問介護では、利用者から発せられる言語的・非言語的メッセージをとらえて利
用者の真意や思考を探っていくこと（⑧情報収集・洞察能力）が求められる。本事
例では、利用者の意識が清明で、自己主張がはっきりしている。しかし、何も自己
主張をしなければ、不満がないわけではないので、そのような場合でも利用者の表
情の奥に隠された真意を察知する努力・能力が重要である（⑧情報収集・洞察能
力）。
意志を伝える方法が「舌打ち」であることを、病気のせいだと頭では分かりつつ、

複雑な感情を抱くのも自然なことだが、その際、自分の感情を押し殺すことで対処
するべきではない。感情を押し殺した介護は、感情の交流の妨げとなる。利用者に
とっては自分の発信を無視や軽視されたと伝わってしまうことが多い。「舌打ち」
に対しては、ドキッとしたという軽い驚きの反応を素直に示した上で「どうしまし
た？」とその意味を問うべきである。重要なのは、自分自身の感情を客観的に認識
し（＝自己覚知）、前向きな感情を維持することである（④自己洞察能力）。
また自己主張がはっきりしていて、ときに事業所に苦情が入る利用者について

は、「面倒な利用者」としてとらえるのではなく、自己の生きがいやQOL向上に
意欲的な人だというプラスの価値でとらえる必要がある。それは、本人の尊厳ある
自立を援助するためにも、また訪問介護員自身のストレスマネジメント（①自己管
理能力）のためにも、重要である。もちろん理不尽としかいいようのない苦情もあ
るが、そこに利用者の切実かつ当然の要求が含まれている場合も多くあり、妥当な
要求については素直に耳を傾けることが必要である（⑦利用者接遇能力）。



４９

４ 訪問初期における訪問介護員の状況・洞察等

１．利用者を最初にぱっと見たとき、まるで病室のようなベッドに寝ているのを見て、
「どうしよう」と思い、不安を感じた。

２．平成１８年依頼チームでケアを提供してきており、利用者の状態も安定していたので、
新たにケアを構築する困難さはなかった。一方、それまで提供してきたケアのレベル
を下げてはいけないので、レベルを維持することが重要だと考えた。体位変換などの
技術も一般の要介護高齢者とは異なるため、事業所に戻って練習するなどした。

３．シーツのしわなどがあると、自力での移動が全くできず、その部分が痛む等利用者に
とって極めて不快となるため、しわを伸ばすことには細心の注意を要した。

４．利用者の意思表示のサインを見逃さないよう、常に利用者の表情に注意を払いながら
業務を行うよう心がけた。

５．ALS患者の理解を得るため、ALS患者に関するドキュメンタリー番組などがあれば
視聴して、疾病についての理解（発症後の変化等）を深めるように心がけた。

６．痰の吸引等、訪問介護員の業務の範囲を超えるとも思われる業務内容であり、その重
圧は重かった。しかし、「仮に自分の家族がALSになったとしたら、その現実から逃
げるわけにはいかない」と思い、できる限りの介護を行おうと、自分の気持ちをコン
トロールし、意欲を引き出すよう努めた。

初めて接する難病患者のケースでは、不安感が生じるのは仕方のな
い面があるが、③倫理観・責任遂行能力を発揮して、ケアに対する前
向きな気持ちを維持することが重要である。また、悩んだときや辛い
ときは、サービス提供責任者にすぐに相談するなど、「報告・連絡・
相談」（⑫組織協働能力）により対処することが肝要である。
また本事例では、⑫組織協働能力を発揮してチームとしてのケアレ

ベルの維持の努力が行われ、かつ、⑥介護技術能力、⑧情報収集・洞
察能力、②向上志向能力を発揮して、シーツのしわ対策や、利用者の
意思表示サインへの注意、ALSについての情報収集がされている。
もし自分の家族がALSになったとしたら、と考えることで③倫理

観・責任遂行能力を奮い立たせているのも注目される。



５０

５ 一つの転換点

１．利用者からの指示事項（調理方法等）が分からないときは、自分勝手な判断ではなく、
必ず利用者に質問・確認するようになった。自分の理解が違っていれば、利用者はき
ちんと教えてくれる。なおコミュニケーションに時間がかかって、予定の時間内に
サービス提供が終わるのが難しいような場合は、利用者自身が、「口腔ケアは省略し
ていい」等と自分で指示してくれる。

２．利用者の意思表示のサインを常に見逃さないように注意していると（あるいは舌打ち
を聞き逃さないように注意をしていると）、次第に見逃しをしなくなった。その経験
は、他の利用者の介護の際にも生かされ、表情の変化（快・不快等）を察知する力が
高まったと感じるようになってきた。

３．初期のころは、この利用者の訪問介護は心理的に荷の重いことであったが、分からな
いことは確認するようになったこと、またもし自分の家族がALSになったらという
思い、さらに利用者の意思表示のサインを見逃しにくくなったことなどにより、しだ
いに心理的な負担は減少していった（ただし一定の緊張は要する）。

自分の思い込みで介護をするのではなく、利用者の意向をていねい
に確認して、介護を実施できている（⑦利用者接遇能力）。また意志
表示のサインを見逃さないよう注意を続けてきたことで、⑧情報収
集・洞察能力が高まってきている。これらの能力向上が、結果とし
て、①自己管理能力（ストレスマネジメント）の向上と同様の効果を
もたらしていることも注目される。



５１

６ その後の展開

１．この利用者には、複数の訪問介護員が関わるため、それぞれの提供するケアの質にば
らつきがでないよう、ときおり担当者が集まって、互いの介護方法にずれがないか等
を確認する機会を設けている。たとえば、事業所のベッドに一人が横になり、それぞ
れが体位変換の方法を行ってみて違いを確認するようなことを行っている。

２．シーツのしわを丁寧にのばしたり、また紙パンツにしわが残るとそこも痛くなること
がわかっているので、丁寧に行うべきところを理解して、対応できるようになった。

３．利用者は、インターネットで趣味のサイトを見たり、かつて海外に留学していたころ
の友人と交流するなどして、人生を楽しんでいる。利用者が素敵なヨーロッパの雑貨
やキルトの情報を教えてくれて、それを自分で試してみたり、また感想を述べたり、
雑談をしたりするなど、自然な交流が行われている。介護者である自分が、家族だけ
の関係ではなく、さまざまな情報や明るい空気を持ち込むことが、利用者の生活の質
を高めるうえで重要だと感じている。

４．利用者が一度「あなたの料理はおいしい」とほめてくれたことがあり、とても嬉しかっ
た。

複数の訪問介護員が互いのケアの方法を確認することにより（⑫組
織協働能力）、⑥介護技術能力の向上が図られている。なおサービス
提供責任者も、介護の質の向上のための重要な活動を行っていること
（⑭リーダーシップ能力）も注目される。また、しわへの対応などの
⑥介護技術能力も向上しており、それら全体的な能力の向上と利用者
との人間関係の歴史が相まって生まれたと思われる心の余裕が、さら
に利用者との関係をよくし、かつ利用者に貴重な外部情報や交流をも
たらし、生活の質の向上に寄与している点も注目される。
また「あなたの料理はおいしい」という利用者からの褒め言葉に、

素直に喜び（⑦利用者接遇能力）、それを自らの業務意欲向上にもつ
なげる（②向上志向能力）ことも重要である。



５２

７ 事例提供者によるまとめ

１．医療依存度の高い利用者の場合、訪問介護員は、戸惑い、悩むと考えられる。しかし
見た目や印象で、引かないことが大事。

２．その利用者が、何に苦しんでいるのかをつかみ、理解すること、つまり相手の気持ち
に寄り添うことが、前向きな気持ちを持つためには重要。

３．自分一人の力では対処できないように思われるケースであっても、分からないことは
サービス提供責任者や利用者本人に質問をしたり、あるいは、日常的に利用者宅で接
することになる訪問看護師から情報を得たりしながら、必要な介護を提供することは
できる。

４．訪問介護は、チームにより提供するもの。訪問介護員どうしで情報交換をしたり、
サービス提供責任者に日々報告したりすることが大事。チーム力が個人を支えてくれ
る。

自分の気持ちのコントロール（①自己管理能力）が、前向きな気持
ちを保つためには重要。そのためには、相手の気持ちに寄り添うこと
（⑧情報収集・洞察能力）が必要である。
また個人の力には限界がある。したがってチームに対する信頼感や

チームとしての力を高めること（⑫組織協働能力）、またチームを率
いるリーダーに対する信頼感（⑭リーダーシップ能力）や、訪問看護
師等の他職種からも情報を収集できること（⑬多職種連結能力）が大
事である。



５３

医政発第０７１７００１号
平成１５年７月１７日

各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長

ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者の
在宅療養の支援について

ALS 患者の在宅療養については、家族が２４時間体
制で介護を行っているなど、患者・家族の負担が大き
くなっており、その負担の軽減を図ることが求められ
ている。このため、在宅ALS患者の療養生活の質の
向上を図るための方策や、ALS患者に対するたんの
吸引の医学的・法律的整理について、「看護師等によ
るALS患者の在宅療養支援に関する分科会」におい
て検討されてきたところであるが、今般、報告書が別

添１のとおり取りまとめられたところである。
同報告書においては、在宅ALS患者が家族の介護

のみに依存しなくても、円滑な在宅療養生活を送るこ
とができるよう、①訪問看護サービスの充実と質の向
上、②医療サービスと福祉サービスの適切な連携確
保、③在宅療養を支援する機器の開発・普及の促進及
び④家族の休息（レスパイト）の確保のための施策を
総合的に推進するなど、在宅ALS患者の療養環境の
向上を図るための措置を講ずることが求められ、その
上で、在宅ALS患者に対する家族以外の者（医師及
び看護職員を除く。以下同じ。）によるたんの吸引の
実施について、一定の条件の下では、当面の措置とし
て行うこともやむを得ないものと考えられると整理さ
れている。
（以下、略）

医政発第０３２４００６号
平成１７年３月２４日

各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長

在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対する
たんの吸引の取扱いについて

我が国では、疾病構造の変化や医療技術の進歩を背
景に、医療機関内だけでなく、家庭、教育、福祉の場
においても医療・看護を必要とする人々が急速に増加
しており、特に、在宅で人工呼吸器を使用する者等の
増加により、在宅でたんの吸引を必要とする者が増加
している。（略）
同報告書で取りまとめられたとおり、患者・障害者

のたんを効果的に吸引でき、患者の苦痛を最小限に
し、吸引回数を減らすことができる専門的排たん法を
実施できる訪問看護を積極的に活用すべきであるが、
頻繁に行う必要のあるたんの吸引のすべてを訪問看護
で対応していくことは現状では困難であり、２４時間休
みのない家族の負担を軽減することが緊急に求められ
ていることから、ALS患者に対するたんの吸引を容
認するのと同様の下記の条件の下で、家族以外の者が
たんの吸引を実施することは、当面のやむを得ない措
置として許容されるものと考える。（略）

記
（１～３：略）
４ 患者・障害者との関係

患者・障害者は、必要な知識及びたんの吸引の方
法を習得した家族以外の者に対してたんの吸引につ
いて依頼するとともに、当該家族以外の者が自己の
たんの吸引を実施することについて、文書により同
意する。なお、この際、患者・障害者の自由意思に

基づいて同意がなされるよう配慮が必要である。
（５～６：略）
（以下、略）

同意書（例）

平成 年 月 日

（たんの吸引を行う者）
氏名： 様
住所：

（たんの吸引をされる者）
氏名： 印

私は、あなたがたんの吸引を実施することに同意い
たします。
代理人・代筆者氏名： 印

（本人との続柄： ）
同席者氏名： 印

（本人との関係： ）

※たんの吸引をされる者が未成年者である場合又は署
名若しくは記名押印を行うことが困難な場合には、家
族等の代理人・代筆者が記入し、当該代理人・代筆者
も署名又は記名押印を行ってください。この場合、第
三者が同席し、当該同席者も署名又は記名押印を行う
ことが望まれます。
※この同意書はたんの吸引を行う者が保管しますが、
この同意書に署名又は記名押印した者もそれぞれ同意
書の写しを保管し、必要に応じて医師や訪問看護職員
等に提示できるようにしておくことが望まれます。
※この同意書は、たんの吸引をされる者とたんの吸引
を行う者の間の同意であり、たんの吸引を行う者の所
属する事業所等との同意ではありません。

「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」（抄）

■参考資料（注）特に訪問介護員に関わりの深い箇所に下線を付した。また同意書はあくまで例である。

「ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者の在宅療養の支援について」（抄）
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