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コミ報道の思うつぼだなあ…とは思

うのですが、いつか必ずもっと毒性

の強いものが来ると聞かされると、

やっぱり怖いです。準備しておくに

こしたことはないかと。ただ、マス

クにどこまでの効果があるのかな

あ？ マスクさえあればOKなんて

思ってしまうと逆に危険ですよね。

そうこうしているうちにお店の店頭

でマスクを見かけるようになりまし

た。

業務範囲が
あいまいです
（神奈川県　からさわぎ　49歳）

兵庫では通所が休業したりして、

ケアマネにサービス振り替えなどの

依頼がきたといいますが、ちょっと

コワイ気がしました。振り替えと一

マスク買出し部隊
を編成
（北海道　みゆき　39歳）

わが地域では幸い感染者が出なか

ったのですが、それでも一時期薬局

やドラッグストアからマスクがなく

なりました。どこに行っても在庫切

れ。日本中でそうだったのかな？

そのわりに町でマスクをしている人

はそれほど多くなかったので、たぶ

ん各家庭のタンスのなかに眠ってい

るのだと思います。事業所ではマス

ク着用はとくに義務付けられません

でしたが、それでも、いざというと

きのために備蓄しておこうというこ

とになり、急きょマスク買出し部隊

を編成、いろいろなお店を回ってか

き集めました。

そういうことをしていると、マス

言でいってもそんなに簡単なものじ

ゃありません。利用者や家族への説

明に振り替えた先の事業所との打ち

合わせ…。本気でやろうと思えば、

電話だけでなくいろいろなところに

足を運ぶ必要も出てくるはずです。

こんなことで近い将来、強毒性の

インフルエンザが入ってきたとき、

どうなるんでしょうか？ 会社や学

校が軒並み休みに入るなか、私たち

が地域を走り回ることになるのでし

ょうか？ 「それがケアマネの仕事

だ」と言われたら、真っ向から反論

できないし、利用者のことを考える

とできることはしたいとも思うので

すが、理不尽なものも感じます。き

っとケアマネの業務範囲があいまい

だから、「困ったときはケアマネに」

となってしまうんでしょうね。今の

6月号の
★募集テーマ

から

うちに事業所内でなんらかの対策を

立てておかなきゃ、と改めて思った

次第です。

災害の経験を
思い出しました
（新潟県　ヤッコ　45歳）

実は以前、地域が大きな地震の被

害に遭ったことがあります。通信が

分断され、混乱のなかで安否確認が

とれない利用者が無数に出てしまい

ました。当時、事業所に明確な災害

時マニュアルなどはなく、連絡がま

ったくつかないスタッフすらいるな

かで、結局私たちは各自の判断で動

くしかありませんでした。ほかの事

業所で聞いた話ですが、土砂が崩れ

た危険地域に徒歩で入って、利用者

の安否を確認したケアマネもいたと

か。私も自転車や徒歩で確認できる

範囲の利用者宅を回りました。けど、

こういう行為を「武勇伝」なんて言

って称賛してほしくはありません。

少なくても私は、「もし安否確認

せずに、あとで行政に責められたら

どうしよう」という情けない気持ち

が先に立って動いた結果です。

今回の騒ぎで当時のことを思い出

しました。災害時のケアマネの役割

って、すごくあいまいですよね。災

害なんてめったに来ないし、そんな

ことを気にかけるほどヒマじゃな

い、と逃げてしまいがちですが、ケ

アマネ自身のためにも、しっかり役

割を決めておくべきだと思います。

どうする？

新型インフ
ル対策

神戸では、デイの休業でケアマネが奔走した新型インフルエンザについて読者のみなさんの声を聞きました。

ケアマネとして何をしたらいいのか。多くの人が不安をかかえながらも、いざというときのことを考え始め

ています。

マスコミが騒ぎすぎ
（東京都　ひびき　46歳）

今回もやはりマスコミが騒ぎすぎ

だった気がします。「今日はどこそこ

で感染者が何人…」とまるで天気予

報。どちらにしても感染者の実数は

たぶん報道よりもずっと多くて、治

療の必要なく治っている人もけっこ

ういるんじゃないでしょうか。それ

どころか、海外研修で感染者をした

高校に向かって「どうして現地でマ

スクをさせなかったんですか？」っ

て、そんなことを問題にしても仕方

ないと思うんですが…。高校生くら

いの子にマスクを徹底しなさいなん

て言ったって、ムリですよ。そうい

う報道の影響で、学校に苦情電話を

入れるような人も出てくるんです。

私たちとすれば、テレビや新聞、

インターネット等で情報を手に入れ

るしかないのが現状ですが、あまり

踊らされないように気をつけたいも

のです。

家族のことを
考えてしまいます
（千葉県　春日　38歳）

対人援助職ですから当然なのです

が、いざというときはまず利用者の

ことを真っ先に考えます。…とはい

え、いわれているようなパンデミッ

クが実際に起き、今回とは比較にな

らないほどの混乱で、死者が地域で

多数出るような事態になったとき、

私はやっぱり家族のことを考えてし

まいます。家族が元気でいて初めて、

仕事に向かえます。そんなことじゃ

ケアマネジャー失格だ、と言われる

とつらいのですが…。

行政が
しっかりしてほしい
（栃木県　コロさん　47歳）

事業所では、手洗い、うがいを励

行するといったことを確認した程度

で特別な対策はいまのところ立てて

いません。というか立てようがない

http://www.care-m.net/point/


ユーザ名：ma-yuminn

岡山のケアマネです。感染

者が出た兵庫県と広島県には

さまれていますが、今のところ

まだ、岡山県は大丈夫。こんな

に暑くなっているのに、インフ

ルエンザが流行るのは、原産

がメキシコだからでしょうか？

秋以降の流行が余計怖いと思

っている今日この頃です。

ユーザ名：ja1dim

通所サービスでしたら中止

という判断がとれますが、我々

ケアマネは「命を張って」在宅

訪問を継続すべきか…。我々

が感染媒体になってしまうお

それもあり、子育て中のママ

ケアマネや、高齢の親を介護

されている方もいます。実際

にパンデミックの中で、ケア

マネの判断はかなり高度なも

のが要求されるなぁと、腕組

みをしています。

ユーザ名：rinsou

通所施設などが休みになっ

たとして、ケアマネに訪問系

サービスへの切り替えを依頼

されても、難しいと思ってい

ます。事業所の数にも限りが

あるし、仮に他施設を紹介で

きたとしても、その施設で新

型インフルエンザなり違う病

気なりに感染して帰ってきた

ら、家族などからなんて言わ

れることか…。

ユーザ名：yamamotoitsuko

対策は、職場トップのマネ

ジメントに左右されます。現

場スタッフだけの頑張りでで

きることには限界があります。

職場全体の問題として問題提

起すべきです。予防、拡大防

止、事業継続といった各側面

を整理して、そこにスタッフ

がどう動くのか当てはめてみ

てください。またスタッフ自

身が働けなくなった場合の措

置も忘れてはいけません。

ユーザ名：manekibuta

こんなときって一番困るの

は、私たちケアマネですよね！

利用者のみなさんからは「何

とかして」と泣き付かれ、休

業する施設サイドは「仕方が

ない」の一言で終わりでしょ

う。介護報酬が上がったと思

われていますが、末端の私な

んて今年も昇給なし。こんな

状況で国はどこまでケアマネ

に求めるのでしょうか？

ユーザ名：hanshinfan

職員については、手洗い・う

がいの徹底。通用口にアルコ

ールの消毒液を置いて消毒の

徹底。風邪をひいている職員

は必ずマスク着用です。入所

者も食事前後の手洗いやうが

い等は当然行います。ただし、

これは新型云々ではなく日頃

から行っていること。マスコ

ミ報道が煽っている部分は大

きいのでは？

ユーザ名：mokamama

役所内に事業所（居宅・訪

問介護）があるので、そこに

習ってマスクは着用しました。

ですが、マスクをなかなか入

手できず、少ないマスクを全

員で分け合って過ごしました。

地域で「マスク着用」とビラ配

布されたので、手に入らない

利用者さんは不安、ストレス

の毎日だったようです。

ユーザ名：hiroasis

私の勤める職場では季節性

インフルエンザ対策同様、手

洗いとうがいの徹底で対応し

ています。職員・利用者・面会

者共通です。国が行なってい

る水際対策にしても100のう

ち99防いで残りの1が感染

源だとしたらすべて水の泡で

す。日頃から感染症には高い

意識を持って取り組む姿勢が

大切だと感じます。

ユーザ名：maksim

私は阪神大震災の被災経験

があるので、普段から食料や

日用品の備蓄は習慣化してま

す。2週間程度の篭城なら何

の支障もありませんが、他の

地域の人達はどうでしょう？

家が壊れた経験もなく、病院

や学校が機能しなくなるよう

な体験もない人は？ 人間っ

て、自分の身に災難が迫って

こないと、危機感もてません

が、この先いつか訪れる強毒

性の到来に向けて、予行練習

になったのではと思います。

ユーザ名：straker

国ですら「これで完璧！」と

いう対策を打ち出せない状況

ですから、自治体や民間事業

者での対策など“推して知る

べし”です。

急ごしらえであちこちに置

かれた速乾性の手指消毒剤の

おかげで、季節外れの手荒れ

になってしまいました。これ

で感染したら怒り狂いますよ。
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しまうそうです。この前テレビでや

っていたのでご紹介しますね。

「①ぴったりサイズを選ぶ」。当た

り前といえは当たり前。苦しいから

といって鼻を出していてはダメとの

こと。「②鼻に隙間なくフィットさ

せる」。マスクってだんだんずり落

ちてくるものだと思っていたのです

が、最近はワイヤー入りのものがあ

るんですね。これなら落ちる心配も

なさそう。「③外すときは内面を触

らないように。ゴムひもをもって捨

てる」。ここ重要みたいです。病原

体がついている可能性があるからっ

てことらしいですが、なんだか自分

が使ったものなのにつまんで捨てる

なんてちょっぴり悲しい...。

皆さんもお試しあれ～。

ダンナにお任せ！
（福岡県　デリママ　37歳）

もしパンデミックが発生したら

…。今のところ事業所としては具体

的な対策を立てていませんが、我が

家の対策はダンナのおかげで完璧で

す。何事につけても心配性な彼はす

でに大量のマスクを購入済み。それ

どころか、どこで聞いてきたのか

「そういうときは食料も思うように

手に入らないんだ」なんて得意げに、

ペットボトルの水やレトルト食品を

せっせと備蓄しています。小さな子

どもがいるので、よけいに心配なの

でしょうが、山のようなレトルトカ

レーやカップラーメンのダンボール

を見ていると、いくらなんでもやり

すぎって気が…。これだけあれば、

親子3人で半年は暮らせるんじゃな

いの？　そろそろストップをかけよ

うと思案中です。けど、いざという

ときはしっかり私とこの子を守って

ね（Q）

↓↓↓

どうする？

新型インフ
ル対策

6月号の
★ 募集テーマ

から

というのが本音です。実際に強毒性

のインフルエンザが上陸したら、ど

んなことが起きるのかもよくわかり

ませんし。極端かもしれませんが、

インフルが蔓延してケアマネジャー

の生死にもかかわるような事態にな

ったときには、事業所として休業せ

ざるをえないと思います。他力本願

ですが、そのあたりはやはり行政が

しっかり指針を出してもらえるとと

ても助かります。

マスクは
つまんで捨てる！？
（福島県　けいこ　35歳）

マスクマスクと言われています

が、実はつけ方、外し方というのを

きちんと守らないと効果も半減して

ユーザ名：tokatoka

うちの事業所では、感染者

が同じ町内で出た場合でも、

訪問等は通常通りの対応、と

いう方針でした。幸い感染者

は出ませんでしたが。なのに

なぜか地域包括支援センター

では、「訪問を控える」という

対応。もっと毒性の強いウイ

ルスになったとき、いったいど

うするつもりなんでしょうか。

ユーザ名：merakurariusu

私はアレルギーのため、予

防接種を受けたことがありま

せん。そのため、インフルエ

ンザに対する抗体も普通の人

に比べると少ないと思います。

たぶん、季節性のインフルエ

ンザになっても高熱が出るで

しょうから、新型だからとい

って特別な対策は考えていま

せん。普通の対策で十分と思

っています。

http://www.silver-news.com/careman/0907-5.pdf

