
ら」などと言い訳がましく言いなが

ら、約束を取り付けている自分に空

しさを感じたり…。

以前、地域包括支援センターのス

タッフと一緒に、虐待が疑われてい

た世帯に伺ったことがあります。玄

関に仁王立ちして、「家に入るな」

というご主人をあの手この手で説き

伏せて、半ば強引に踏み込んだので

すが、疲れきった帰り道、センター

のスタッフと「こんなことするのは

福祉の人間か高齢者宅をねらうサギ

師くらいよね…」と話しました。

「来なくていい」という利用者さん

の言葉に肩を落とし、「来てくれてよ

かった」という別の人の言葉に復活

して…という一喜一憂の毎日です。

制度の
説明は難しい
（東京都　さくらさん　48歳）

地域包括支援センターを通じて、

他事業所のケアマネからウチの事業

所のケアマネが引き継いだケース

で、クレームになりかけたことがあ

ります。

認知症をもつ母親の遠距離介護を

している娘さんは電話でこう言われ

ました。「以前、母を担当していた

ケアマネは頻繁に母の元に顔を見

せ、私のところにも連絡があった。

けど、今のケアマネは月に1度訪問

するだけで、連絡が来ないことが多

い。もっとしっかり訪問して様子を

知らせてほしい」

電話をとったスタッフもちょっと

不用意だったかもしれませんが、

「制度では月に1度と決められてい

ます」と答えたところ、対応が杓子

定規すぎると火に油を注ぐ結果に。

「制度はそうかもしれないが、母は

さみしがっている。以前のケアマネ

は信頼できたが、今はできない」と

言われ、関係がこじれかけました。

もちろん、必要があれば月に何度

も伺うことはあります。しかし、こ

のケースではご本人の状態も安定し

知
っ
て
る
人
は
ト
ク
を
す
る

カ
ン
タ
ン
登
録
で
購
読
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ことはできないとしても、信頼関係

を継続させるため、顔を合わせるこ

とは大切です。

そこから利用者やその家族の変化

を確認し、決して自分の価値観や経

験だけで判断してケアプランを作る

ことがないよう心がけています。

自分のノルマ
にしています
（茨城県　KJさん　56歳）

どんな利用者でも月に1度は必要

だと思っています。状態が安定して

顔を合わせる
ことが大切
（広島県　ICOCAさん　50歳）

月後半に、生活や身体状況の変化

が大きい利用者、もしくは新規の利

用者が3、4人もおられたら、それ

だけでもう、情報収集から連絡調整、

ケアプラン作成・変更とバタバタ

し、他の利用者の訪問に時間をかけ

ることが難しくなります。

しかし、専門職としてその方を支

援させていただくからには最低でも

月に1回の訪問、モニタリングは欠

かせません。毎回ゆっくり面談する

いれば必要ないのでは、という意見

もありますが、何をもって状態が安

定しているといえるのでしょうか。

そのためにまた主治医に意見書でも

書いてもらうのでしょうか。私はむ

しろ、ケアマネジャーが定期的に訪

問することで初めて、その人の状態

が安定しているとわかるのだと思い

ます。

できない場合は、電話で状態を聞

けばいいというのも、何か高齢者に

はそぐわない気がします。常に顔を

合わせていてもなかなか本音を口に

しない高齢者から電話でどれだけの

3月号の
★募集テーマ

から
ことが聞きだせるのか疑問です。私

自身が古い人間だからかもしれませ

んが。

忙しい毎日ですが、「月に1度は

顔を見に行く」というのを制度でな

く自分自身のノルマだととらえて働

いています。

誰だって
イヤですよね
（千葉県　マルクさん　43歳）

あからさまな拒否までいくケース

は少ないですが、定期的な訪問を好

まない人は少なくありません。事前

に電話で伝えても「とくに相談した

いことはないので、今月はいいです」

なんて言われることもあります。そ

れはそうですよね。自分がまだまだ

元気で困りごとがなければ、誰だっ

て家に他人をあげたくないですよね。

その気持ちもわかるので、「ほん

の少し、ご様子をうかがわせてくだ

さい」「玄関先でもけっこうですか

月イチ訪問
、

あなたは

どう思いま
すか？

欠かせ
ません

欠かせ
ません

利用者の立場
になれば…

利用者の立場
になれば…

今回は、月に1度は利用者宅を訪問しなくてはいけない、というケアマネジャーのルールについてみなさん

に聞きました。電話での確認のほうが効率的、といった冷静な意見から、なかには事務所でずっと机に座っ

ているよりは訪問に出ていたほうが楽しい、なんて人も。ケアマネさんそれぞれの性格も窺えますね。



月1回の訪問は意味があるも

のだと思っています。

ユーザ名：hisami

福祉用具のみの利用で事足

りる場合など、訪問云々より

ケアマネの必要があるのだろ

うかと思ってしまいます。介

護保険を権利のように利用さ

れる元気な方には「まだまだ

必要ないと思います。用具は

借りるより購入されて、うっ

とうしいケアマネの訪問から

逃れたほうが良いのでは」と

言ってみたいですね。

ユーザ名：harue

家族により訪問の日時を指

定されてしまい、絶対と言わ

れて困ってしまった時期があ

りました。こちらの都合もあ

るので、話し合いを繰り返し、

良い結果を見いだすことがで

きました。

ユーザ名：tokatoka

苦労したのは、気分次第で

訪問拒否される利用者さんで

す。義務付けられていること

を説明し、5分でいいから伺

わせてほしい、とお願いしま

したが、「そんなことは知らな

い。あなたは人の気持ちが分

からない人だ」との手紙が…。

結局、他事業所に引き継ぐこ

とに。どう対応すればよかっ

たのか、今もわかりません。

ユーザ名：nakai

月1回の定期訪問は必要な

いと思います。利用者によっ

て何回するかは担当ケアマネ

ジャーの力量に任せるべきで

すね。

ユーザ名：yuzuyuzucha

毎月訪問することに気をと

られてスタンプラリーのよう

になっていて、本末転倒じゃ

ないでしょうか。それでは本

来の意味のケアマネジメント

はできないと思います。訪問

に追われることが、仕事の効

率化を妨げているような気が

してなりません。

ユーザ名：siksnb

家族に会う必要がある際、

先方の都合で勤務時間外や休

日に訪問しなければならない

ことも多く、電話での状況確

認も認めてほしいです。法令

上は、特別事情がある場合は、

訪問がなくていいと規定され

ていますが、実地指導では認

められにくいのが現状です。

ユーザ名：86631771

独居の方などは、訪問を楽

しみにしています。けれど、な

かにはお茶やお菓子を毎月用

意され、断ると機嫌を損ねた

り、「今日買ってきた物だから

大丈夫」と、妙な気を遣わせて

しまうこともあります。

ユーザ名：sayuri

訪問時に出されるお茶は、

特別な予定がなければ頂くよ

うにしています（メタボになっ

ちゃうわー）。会話の中から、

家庭の様子が伺えます。また、

ご本人がお茶を入れてくださ

る場合は、能力の評価にもな

ります。

ユーザ名：sumirekea

利用者本人と面談するぶん

にはOKなのですが、独身息

子が半セクハラ気味でちょっ

と怖いときもあります…。

ユーザ名：daina712

スムーズにするコツとして、

話好きの家族がいる家庭には

11時頃もしくは16時頃に伺

うようにします。すると食事

の支度などで忙しく、長居し

なくてすみます。もちろん、

本人の状態が安定しているこ

とが前提ですよ。

ユーザ名：ari

本来、社会福祉の支援は一

人ひとり個別の介護問題をと

らえる柔軟さが求められるも

の。しかし、機械的な訪問を

強いることで、問題を抱えた

利用者に向けるエネルギーを

削ぐ結果になっています。機

械的な処遇を固定化する愚挙

です。

ユーザ名：carecyaita

家族によっては「オムツの1

枚でも交換できるだろ」とか、

迷惑そうに玄関先で「変わり

ありません」と言って中に入

れてくれない場合も。毎月、

印鑑を押すのは煩わしいし、

家に来てもらいたくない気分

の時だってあるでしょう。義

務付けには疑問を感じます。

ユーザ名：nagamomo

なかなか希望を話してくれ

ない利用者さんが、何度も訪

問しているうちに「実はこう

いうことで困っている」など

話してくれたとき、やりがい

を感じます。

書類仕事も大切ですが、そ

れだけに振り回されると仕事

をやめたくなります（笑）

ユーザ名：hiroasis

定期訪問という枠組みがな

ければ、必要な現状把握をし

ないケアマネが出てくるのは

目に見えています。

ただでさえ、地域のつなが

りが薄れている昨今。月に1

回、それも決められた制度で

の訪問だとしても、その方の

生活を支える大きな意味があ

ると思います。
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訪問の必要性は
人それぞれ
（長野県　エイコさん　39歳）

訪問は月に1回とか、担当件数は

35件までとか、ケアマネをとりま

く一律のルールには納得いかないも

のが多いです。もちろん最低限の決

まりは必要でしょうが、ケアマネジ

ャーそれぞれの裁量も少しは認めて

ほしいと思います。月1回の訪問で

は済まないケースが多いことくら

い、ちょっと考えればわかると思う

んですけどね…。デイを使いたいと

なれば一緒に見学に行ったり、夜中

に急変したという連絡が入れば自宅

に伺ったり。月に1度も訪問しない

ことを減算にするのであれば、2回

以上すれば加算対象にしてほしいで

す。そこまでしてお金がほしいのか

と思われても困りますが、あれをし

たら減算、これをしたら減算と減算

ばかりが目立つからです。

今回の報酬改定では新しい加算が

いくつか作られましたが、良い傾向

だと思っています。

ユーザ名：aoitori1322

本人が対応できなければ、

訪問は日程調整を含めて家族

の負担に変わります。体調が

悪い方にも「当月内に訪問」

となると、半ば強引に押しか

けて証明の印鑑をいただくよ

うな感じにもなります。これ

が本当に利用者のためのこと

なのかと自問自答しながら走

り回るばかりです…

ユーザ名：CAPTAIN

月に何度も足を運ばないと

いけないケースもあり、利用

者によって差があります。担

当している中には電話がない

お宅もあります。連絡がとれ

ず（本人が近所付き合いも嫌

っているため、近くに伝言を

頼める人もいない…）訪問し

ても留守だったりします。

ユーザ名：majorin

毎月通っていると、話相手

のボランティアと思われ、少

しでも長くいてもらおうと手

を変え品を変え、話が途切れ

ず、退去するのがひと苦労の

ケースも増えています。おか

げで1ヵ月はあっという間。せ

めて、2ヵ月に1度の義務に緩

めてほしいと感じています。

ユーザ名：straker

上限まで担当すると、毎日

2件以上行かなければ月イチ

訪問は達成できないし、周到

にスケジュール調整しても変

動は出るので、雑なモニタリ

ングになりかねません。要介

護度や状態によって、「訪問格

付け」みたいなものが検討さ

れてもいいのではないでしょ

うか。

ユーザ名：pflegerin

障害を持ち、自立支援法に

よる援助を受けている人が、

訪問を歓迎しないことがあり

ます。福祉用具で自立生活が

可能であれば、あえて自分の

障害について他人に知られる

ことを好まないのは当然でし

ょう。でも、そうした人が閉

じこもりがちになることもあ

り、心を少しでも開くために

月イチ訪問
、

あなたは

どう思いま
すか？

3月号の
★ 募集テーマ

から

ており、月に1度で問題がないこと

を事業所内でも確認していました。

全ケースに頻繁な訪問を行うのが難

しい以上、軽いケースの回数は極力

抑えて、重度で心配な人を重点的に

したいというのが、こちらのホンネ

ですが、それを利用者側に伝えるの

に難しさを感じることが多々ありま

す。

現場に
まかせて


