な気がするものの、 その現場についてはあまり
本。介護という言葉もすっかり身近になったよう

た場所で働いているのか。その現場に編集部が

知らない、という人も多い。どんな人がどういっ
潜入してきたぞ!

かりん ー
編

セ ンタ

ービス
デイ サ

デイサ ービスは介護の入り口
家族と一緒に利用者を応援

ちょっと小難しい話から始めよう。日

本では
「老後は親族が面倒を見る」
という

価値観が一般的だったが、少子高齢化や

核家族化の進行などにより、
「看取り三

月」
と呼ばれたいわゆる臨終間近のケア

では済まなくなっている。介護を行う家

族もまた高齢者である
「老老介護」
の問題

して議論は尽きない。

もあり、社会全体で取り組むべき課題と

のっけから重い気分にさせてしまって

恐縮だが、これを読んでいるウィーク！

について考えるきっかけとして、その入

世代も決して他人事ではない問題。介護

り口とも言われるデイサービス
（通所介

護）
の現場に足を運んでみた。これは利

生活を送れるよう、心身機能の維持回復

用者が可能な限り、自宅で自立した日常

や訓練を行うサービス。家族の負担を軽

減し、高齢者同士の交流も図れるとあっ

デイサービスの現場で働くウィーク！

て、ニーズは高まっている。

世代のスタッフたちの仕事に着目しよう。

PR企画

現場図鑑
今や国民の4人に1人が65歳以上といわれる日

プロの仕事ぶりをリアルレポ

誰 か が や ら な きゃ !
そ の 誰 かって ど ん な 人?
デ イ サ ー ビ ス ス タッフ

「 関わり方 次 第で、
もっと快適に
過ごしてもらえる」

合、ちょっとした仕草や表情の違いから

言葉で要求を伝えられない利用者の場

の笑い声が常に響いている。

それぞれ異なる状態にあり、もちろん性

メッセージをくみ取り、ケアを施す必要

センターを利用する頻度にも差がある。

格も好みも違う。
「目標は、とにかく楽

がある。何より相手への思いやりが不可

今さらながらに痛感する
「思いやる」ことの大切さ

しんでもらい
『また来たい』
と思ってもら

休息

現場に足を踏み入れて感じたのは、施

13:30～13:45

欠だ。利用者とのやりとりは、
「学校で

お昼寝

えること。そのために、自分ならどうし

利用者様が順番に
入浴の後、食事し
ている間にスタッフ
はお風呂を掃除

設に漂う和やかな空気。どちらかという

12:30～13:30

は教えてくれないこと＝人と人が共に生

歯磨き

す」
というスタッフの言葉に、利用者一

12:30～12:45

今日のレクリエーショ
ン はゴ ム ボー ルを
使ったゴルフ。レクリ
エーションの内容も
スタッフが考案する

てほしいかを常に考えながら動いていま

昼食

器具
も完
備！

メージしていたが、どことなくリラック

12:00～12:30

運動

と病院のような静まり返った場所をイ

手を動かすことは非常に
大切。 利用者が楽しめ
る塗り絵や貼り絵は人
気のレクリエーション

げ

きていくための関係作りの大切さ」
に気

入浴、手作業、休息

ん

づかせてくれる。スタッフたちの輝く表

9:30～11:45

え

人一人の個性を大切にする仕事だという

受け入れ準備
入浴準備

嚥下体操指導

スできる、コミュニティーセンターのよ

間に
の合 入
業
作 かり記
しっ

11:45～12:00

情が、それを物語っていた。

食 事 の 後 にベッドで
休む利用者のために、
シーツや枕を交換。な
かなかの体力仕事だ

9:00～10:00

事実を思い出す。スローガンは
「一日一

朝礼

笑」
。センター内にはスタッフと利用者

食事の前には嚥下
（え
んげ ）体 操といって、
口腔機能を高めるた
めの運動を指導

車でお迎え

8:55～9:00

利用者は年齢も性別もバラバラ。この

8:30

デイサービス主任
阿部さん

完全に相手を理解するのは無
理ですが、想像することはで
きます。自分なりの工夫で何
かを改善でき、それが利用者
様の快適につながったときは、
本当にやりがいを感じます。

デイサ ービスの 現 場 は
〝 気 づ き 〟で あ ふ れ て い た
うな空気が流れていた。

デイサービス
の1日

食 後に休 息を取った利
用者様と歩行運動。 体
調や機能具合にスピード
や距 離を計 算しながら、
しっかりサポートする

送 迎 班がお迎えに
行っている間に準備
を整える。 今日の注
意事項を再確認

施 設はどこもピカピカ。
掃除が行き届いており、
オゾン脱臭設備のおかげ
で嫌なニオイが全くしない

13:45～15:00

体操、レクリエーション、
機能訓練、クラブ活動

15:00～15:30

おやつ

15:30～16:00
帰宅準備

16:00～18:00

車で送り、掃除、
後片付け
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デイサービスの現場アイテム

「自分の名前を
覚えてもらった時は、
感動しました」
祖母の介護をきっかけに転職
し、戸惑いながらも現場に出
ていました。自分の名前を最
初に呼んでもらえたとき、初め
デイサービス副主任 て利用者様との関係を作るこ
田村さん
とができたと感じましたね。

ポケットサイズのメモ帳
マニュアルに従って体
操をナビ。施設スタッ
フ新人の山田さんが
初挑戦していた

スタッフのポケットには必
ず小さなメモ帳が入って
いる。その日の申し送り
事項や注意点など、ミー
ティングで共有した事項
などが記されている。

就職を考える
若者へメッセージ

デイサービススタッフの
おシゴト

若い力と想像力が
介護現場を変える!
株式会社 シルバーサポート
代表

田中 聡子さん

デイサービスセンター かりんのスタッフの皆さん

この施設を立ち上げる当初、心がけたのは
「ゆったりと、自分のペースで楽しんでいただ
く」
ということでした。さまざまな施設に見学に
行きましたが、さぁ入浴、次は食事、はいレク
リエーション、とスケジュールに追われ過ぎて、
ご利用者の方々は必ずしも好きなことをしてい
ない、という印象を受けました。大勢の方に、
それぞれのペースで快適に過ごしていただくに

Q この仕事のオススメ
できるところは?
A

感謝される
仕事であること

利用者やその家族から、直接「ありがと
う」
と言われることの喜びは何ものにも
代えがたいという。

Q 覚悟が
必要なところは?
A 力仕事が多いこと

「物を持ち上げることが多いので腰に負
担がかかる」
など、体力が必要なことも
仕事の特徴として挙げられた。

は何が必要か、立ち上げから7年間、職員と
共に考え続けています。できる限り選択肢を

ていただいたりと、スタッフの努力で皆さんに
楽しんでいただいていると思います。

ルによって進めていく一方で、それだけではな
い部分、マニュアルで決められない部分が非

場に立って考え、行動できる環境作りを大事に
しています。ミスがない、決められた通りに進
めることはもちろん、さらに一歩踏み込んでこ
そ素晴らしいアイデアが生まれる。それが全て
の利用者様の笑顔につながると思います。

回答はさまざまだが、共通しているのは、
利用者の笑顔を見ることができたとき。
逆にうまくコミュニケーションを図ることが
できなかったり、楽しんでもらえていないと
感じたときには落ち込むこともあるという。

中には
「言葉遣い」や「新聞やニュース
を見るようにしている」
といった回答も
あった。それぞれ人を相手にする仕事
に必要なスキルを向上させるべく、普段
から心がけている様子。

この仕事は厳正なルールと徹底したマニュア

じ、スタッフ一人一人がご利用者の方々の立

と
A 「ありがとう」
言われたとき

Q 日頃から心がけて
いることは？
A 笑顔とあいさつ

増やし、運動したくないという方には読書をし

常に大切です。私たちの現場は自主性を重ん

Q やりがいを感じるの
はどんなときですか？

Q この仕事に就こうと
思ったきっかけは？
A 身近な人の介護
自らの経験でその大切さに気づいた、
という意見が圧倒的に多かった。介護
の大変さ、家族の苦しみを肌で感じた
からこそ、進んでこの世界に身を投じる
ことになったようだ。

と
Q 職業病かな?
思うことは?
街で高齢者に
A 目が行く

最初は誰もが未経験です。 全員で知恵を
出し合い、それぞれの力を結集して創り上げる

ほとんどのスタッフが「町で高齢者を見
かけると思わず目が行ってしまう」
と回
答。とくに階段や信号などがあると、知
らないうちに駆け寄ってしまうこともある
そうだ。

現場こそ、「かりん」の目指す介護の在り方だ
と思っています。

株式会社 シルバーサポート

総合型介護センターで最高のおもてなし

デイサービスセンターから短期入所、共同生活介護までご利用者と家族をトータルサポートします。

1F

介護支援センター かりん
TEL.025-240-1155

2F

3F

ショートステイ かりん
TEL.025-240-1184

かりん
4F グループホーム
TEL.025-240-1185

近江

→

ドン・キホーテ

弁天IC

第四銀行
近江

き通
けや
線
笹出

栗ノ木
バイパス

駅
新潟
プラーカ3

→

住所／新潟市中央区南笹口1丁目1-30
HP／www.ss-karin.com/

き通
けや
線
笹出

栗ノ木
バイパス

第四銀行

→

認知症対応型共同生活介護を提供。落ち着
いた雰囲気の「我が家」
として、日常生活を送
れるよう支援体制を整えている。

駅
新潟
プラーカ3

線
弁天

短期間の滞在が可能なショートステイ施設。
入浴は個別浴のほか、状況に応じて特殊浴を
用意。定員20名
（10名×2ユニット）

自宅介護者に向け、日帰り通所サービスを提
供。入浴や食事などから機能訓練も提供。車
椅子対応のリフト車の送迎も。

→

希望者に応じてケアプランを作成。公正中立
な立場から保険、医療、福祉事業者と連携し
総合的かつ効率的な支援を提供。

デイサービスセンター かりん
TEL.025-240-1162

→

ドン・キホーテ
弁天

かりん
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