
てもらい、亡くなる3ヵ月前から連

日、デイで預かることに。その人の

気持ちを考え、1人の人間として大

事にする社長の心に感動し、ここで

働いていてよかったと思いました。

連日連夜の見守りを続け3ヵ月後、

スタッフみんなが見守るなかでAさ

んはおだやかに息を引き取られまし

た。

「血のつながりがない人にここま

で私は一生懸命になれるんだ」と自

分のこれまで知らなかった一面に初

めて気づいたのはこのときです。以

前は病棟看護師でしたが、看護師を

続けていたら、ここまでの体験はで

きなかったと思います。「介護の仕

社長決裁で
お金のない人を看取る
（熊本県　まめ　39歳）

末期がんで寝返りも打てず、仙骨

部に褥瘡がくり返し発症していた女

性Aさん（84歳）。息子さんと2人

暮らしでしたが、介護放棄を受けて

悲惨な状況でした。唯一の収入であ

る年金は息子さんが使い果たし、私

のいる事業所のデイサービスを利用

されていましたが、利用料金はまと

もに払えませんでした。

当社社長に相談したところ、「お

金のことは考えないでいいから。こ

うやってご縁があったんだし、早く

ウチに連れてきてあげたら」と言っ

事をしていて最高によかった」と思

える体験でした。

20年後に娘さんからご指名
（奈良県　ドグマチール　47歳）

ケアマネ一期生で、それ以前は在

宅介護支援センターのソーシャルワ

ーカーなどをしていたので、対人援

助歴は21年になります。この仕事

を続けていてうれしいと思うのは、

利用者さんが数ある事業所の中から

私を選んでくださったとき、そして

人と人の結びつきや不思議な縁に出

会うときです。

先日、「ケアマネをお願いしたい」

とあるお宅から電話があり、伺うこ

11月号の
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から

とに。先方の自宅前に着いて周りを

みると、どこか見覚えが…。家の中

から出てきたのは私が20年ほど前

にかかわっていたAさん（男性）の

長女、Bさんでした。

当時、片足を切断されたAさんに

デイサービスを使っていただいてい

ました。その頃の私は相談員兼現場

職員。デイスタッフとして週に1回

送迎を行い、1人でベッドから玄関

までAさんを抱きかかえて運び、デ

イでは入浴介助もさせていただきま

した。その後、1年ほどでAさんは

旅立たれました。

長女のBさんは「汗を流して一生

懸命父のお世話をしてくれたあなた

のことが忘れられなくて電話しまし

た」とのこと（当時の私は若くて、

少しはイケメンだったのでしょうか

（笑））。

こうした縁で、Aさん親子二代に

わたってかかわっていますが、本当

にうれしく光栄に思います。あと

20年がんばれば、親子3代にケア

マネとしてかかわることができるか

も…。もしそんなことがあれば素晴

らしいですね。

この仕事、や
っててよかっ

た

と思った瞬
間

最近は、介護の仕事の大変さばかりがクローズアップされがち。「きつい」「汚い」「給料が安い」なんてネ

ガティブな報道ばかりされるものだから、よけい人材不足に拍車がかかっているのでは？　逆に「この仕事、

やっててよかったと思う瞬間」はきっと誰にでもあるはずです。集まった投稿に目を通していたら、思わず

ホロッとしたり、じーんとさせられました。

入所者全員と
初日の出
（福岡県　姉さん　60歳）

今から30年以上前、夫の転勤で

東京から福岡へ。特養で職を得たの

が福祉の世界に入る第一歩でした。

入所者の生活は若い私にとっては大

きなカルチャーショックでしたが、

人と接することが好きでもあり、仕

事が辛いと思ったことはありません

でした。楽しい行事を考え、庭の芝

で寝転がる。入所者さんの生き様か

ら学ぶことの多さ、受けた研修の

数々…。

忘れられないのは、ある老健に看

護師として勤めていたときのこと。

その年の12月31日は夜勤にあた

っていました。他の職員と一緒に、

「入所者に初日の出を見てもらお

う！」と毛布を身体に巻きつけ、歩

ける人もそうでない人も屋上にあが

って、東の空を見上げました。看護

師として、ちょっと無謀だったかも

しれませんが、太陽が見えたとき両

手を合わせて涙を流す入所者の姿に

スタッフみんなで喜び合いました。

この仕事を選んでよかったと思った

瞬間です。

それに比べてケアマネである今の

私。あんなふうにサプライズを考え

て周りのみんなに声をかけることも

なくなりました。楽しみをみつける

ことができていないように思えま

す。

「1人じゃない」
教えてくれた上司
（神奈川県　WM 38歳）

数年前、障害をもって生まれた子

どもの育児とケアマネとしての仕事

を両立させようと1人で苦しんで心

身ともに疲れ果てていたとき、上司

に言われた「1人でなんでもできる

と思わないで。仕事は事業所全体で

支えるから今は育児に専念しなさ

い」という言葉に救われました。私

の「やっててよかった瞬間」です。

知
っ
て
る
人
は
ト
ク
を
す
る

カ
ン
タ
ン
登
録
で
購
読
料
が
安
く
な
り
ま
す

→

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
！



が「またあなたのいる事業所

に通うから」と在宅復帰。亡

くなられたときは担当を外れ

ていましたが、ご家族から電

話をもらい挨拶に…。「お世話

になりました。本当にすばら

しい仕事ですね」とお褒めの

言葉をいただいたときが、や

っててよかったと感じた瞬間

です。

ユーザ名：miyatti

退院して家にもどるとき、

利用者さんやご家族は在宅で

の生活がイメージできていな

いことが多いと思うのです。

十分話し合い、「こんな生活が

できますよ」と提案し、不安

を払拭することができれば最

高だと思います。実際在宅に

戻り、「家に戻ってよかった、

これなら安心できる」と言わ

れれば、この仕事は一生やっ

ていける楽しい仕事だと思っ

てしまいます。

ユーザ名：xiaoyu

2000年からケアマネとし

て働いています。雑務に追わ

れ、真剣に利用者と向き合う

余裕もありませんでした。け

ど今、振り返って思うのは、

「自分が成長できた」というこ

と。いろいろな方と関わり、

人の死にも立ち会いました。

人として大きくなれたと思え

る今、この仕事をやっていて

良かったのかなと考えさせら

れます。

ユーザ名：hanshinfan

特養のケアマネです。月並

みですが、「ここの施設に入っ

て良かった」と言われたとき

です。施設入所というと家族

にとって後ろめたい気がある

のは事実だと思います。その

中で「うちのおばあちゃんは

家にいた時はこんなに明るい

表情をしたことがなかった。

ここで皆さんに良くしてもら

えてるからね」なんて言って

もらえると、本当に感激です。

ユーザ名：ja1dim

「人が老いていく姿をライブ

で感じられる」ことです。誰

でも自分の老いは初体験。利

用者さんが教えてくれる「老

い」の姿に、何かと感じると

ころがあります。自分はどう

やって老いていくのか、反面

教師で教えてくれる人もいま

すし、こんな老い方は素敵だ

なぁと思う人もいます。そん

な姿をその場で見ることがで

きるケアマネって、他では経

験できないすごい職業だと思

います。

ユーザ名：2872000746

施設入所されるにあたって、

満面の笑顔で「今まで支えて

くれて本当にありがとう。ど

こに行っても忘れないよ」っ

て言ってくれた人の姿が今で

も心に残っています。自分が

行った支援が本当に良かった

のか悩むこともありますが、

このもやもや感もまたこの仕

事ならではのことで、けっこ

う気に入っています。

ユーザ名：printemps

義父のことが大切で、デイ

ケアには行かせても、自宅で

ヘルパーさんを使うことがで

きなくて、介護を他人に任せ

られなかったお嫁さん。時間

をかけて話し合い、ヘルパー

さんを入れてもらいました。

余裕ができて、「おとうさんが

倒れて初めて、何年かぶりに

お化粧したわ」と笑顔で言っ

てくれたとき、よかった～と

思いました。

ユーザ名：544538

利用者さんやその家族と出

逢い、人生の幕引きまで寄り

添うことができたときに「ケ

アマネになって良かった。他

の仕事ならここまでの思いは

できなかったのでは」と寝る

前にふっと思うことがありま

す。しんどいことも多いです

が、この先もいろいろな方との

出逢いを楽しみにしています。

ユーザ名：halhal

居宅のケアマネジャーを経

験したあと、地域包括に異動

しました。前の職場の同僚ケ

アマネから、「あなたが担当し

ていた利用者さんから、『お世

話になった。よくしてもらっ

た』という話をよく聞くわよ」

と聞くことがあります。間接

的に自分の評価が返ってくる

と、仕事が認めてもらえたよ

うな気持ちになり、うれしい

です。

ユーザ名：suzukiemiko

脳梗塞による重度の失語症

の男性。苛立ちや不安が大き

いようで、同席いただけるの

はいつもほんの数分。ずっと

そんな状況だったのが、先月

の担当者会議で、「来てくれる

皆に美味しいお団子を食べさ

せたい」と1人でバスに乗り

お団子を買い、待っていて下

さいました。このお団子の味

は忘れられないものになりま

した。

ユーザ名：163

認知症の叔母の世話をして、

将来に不安を抱えている姪に

専門医の受診を勧め、一緒に

区の認知症相談窓口に行き、

施設の認知症棟、認知症専門

病院を見て回り、症状が進行

しても受け皿があることを知

ってもらいました。安心した

表情でお礼をいわれたとき、

「よかったなあ」と実感しまし

た。ケアマネの役割として、

家族の心のケアってとても大

事だと思います。
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せんが、やっぱり私は利用者さんが

以前より元気になったり、笑顔で迎

えてくれたりすると単純に「やって

てよかったなあ」と思います。

この仕事を続けているのは、利用

者の笑顔が見たいというすごくシン

プルな動機だと自分で思うのです

が、事業所として加算をつけなきゃ

とか、そのために主任ケアマネの試

験受けなきゃとか、最近はケアマネ

の仕事がどんどん複雑になってきて

ますね。仕方ないこととは思います

が、そのせいで「笑顔がみたい」と

いう本来の動機を忘れそうになって

しまうのが考えものです。

↓↓↓

この仕事、や
っててよかっ

た

と思った瞬
間

11月号の
★ 募集テーマ

から

ユーザ名：hiroasis

在宅で最期までスムーズに

支援が行えたときです。以前

担当したのは、末期がんの人

で本人、家族ともに自宅で療

養希望。関連機関との調整は

困難を極めることもありまし

たが、「残された時間、家族

で大切に過ごすことができま

した」と亡くなった後、家族

にお言葉をかけていただいた

時には、おもわず涙があふれ

てしまいました。

ユーザ名：nrymfk

デイを利用したらきっと楽

しみを見つけられると思って

いた利用者さんを1年がかり

で説得。今では週2回の利用

を楽しみにしていて、訪問す

ると笑顔でデイの様子を話し

てくれます。行くまでは億劫

な気持ちがあると思います。

それを私の意見を聞き入れて、

楽しみを見つけてくれた利用

者さん。私に自信をくれまし

た。この仕事を選んでよかっ

たと思える瞬間でした。

ユーザ名：tokatoka

堂々と人の世話が焼けるこ

とでしょうか。普通だったら、

「なんておせっかいな人」って

言われちゃいますよね。「どう

したらもっと毎日を幸せに送

れるか」。それを一緒に考え

ながら働けるって、この仕事

だからこそだと思います。も

っとも、思いが通じなくて片

思い、ってことも結構ありま

すけどね（笑）

ユーザ名：carecyaita

同級生のおばあちゃんを担

当したときです。3世帯同居

でとてもかわいいおばあさま。

徐々に心身機能が低下し、入

院することに。もう在宅は無

理かなと思っていたら、本人

談しなくても仕事はできてしまうん

ですよね。けど、仲間に相談すると

新しいアイデアも生まれるし、気も

楽になります。あのまま仕事を続け

ていたら、結局行き詰って辞めてい

たと思います。当時の上司に感謝で

す。

利用者さんの
笑顔がみたくて
（東京都　とくさん　42歳）

きれいごとといわれるかもしれま

実はそれ以前に勤めていた別の事

業所では、自分のことは自分で解決

する、というのが基本方針でした。

ケアマネそれぞれが独立しているよ

うに動きがばらばらで、誰がどんな

ケースや悩みを抱えているのか、ま

ったくわからない状態。ケアマネジ

ャーとして初めて勤めたこともあっ

て、そんなものかなあと思いつつ、

私もそうした働き方が身についてし

まったようです。

たしかにケアマネって、誰かに相


