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講演の様子
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対談の様子

介護をする人、される人。その人の数だけ、さまざまな
介護の「かたち」があります。介護と仕事の両立及び今後
の介護への関わり方について、一緒に考えてみませんか。
この報告書は、平成27年２月９日（月）に開催された「平
成26年度秋田大学介護支援セミナー

〜それぞれの介護

のかたち〜」の内容をもとに作成しております。
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講師：秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻地域・老年看護学講座
教授

中 村 順 子氏

実践者をしてまいりました。
今、皆さまご承知の介護保険制度というのは

家族介護における留意点
秋田大学介護支援セミナー

医学部保健学科
地域・老年看護学講座
中村 順子

2000年にスタートしております。私が訪問看護を
始めた頃は、それより15年も前のことですので、
介護保険制度はありませんでした。また、ちょう
ど国は超高齢社会に向かって行くだろうというこ
とを予測して、様々な法律を作ったり、施策を打っ
たりし始めている時ではありましたが、現実とし
てはほとんどが家族介護のような状況でしたし、
「介護地獄」ということがよく言われた時代です。

ご紹介いただきました中村でございます。最初

特に、女性が介護のために仕事を辞めなければ

に、家族介護ということで留意点というのが正し

いけない、お嫁さんや奥さんのような方たちが、

いのかどうかわかりませんけれども、少しお話さ

介護のために仕事を辞めなければいけないような、

せていただきたいと思います。お願いします。

家族にすべての介護が押しかぶさっていると、そ
ういう時代がありました。
2000年の介護保険が始まりましてからは、私た

30年間家族の介護を支援し続けて
＊1985年から訪問看護を東京都世田谷区で
介護保険制度の前・ 介護地獄と言われたころ
サービスの量も質も潤沢ではなく家族依存の介
護であった
しかし中には介護を生きがいとしていく方も多
い
→家族の愛情を奪わず、家族も共倒れせず
家族のＱＯＬも維持する必要性の実感

ちのように1985年からやっている者の感覚で言い
ますと、サービスは格段に増えました。今では、
デイサービスに行かせられないとか、ショートス
テイに入れないとか、そういうことはあまりなく
なっているのではないかと思います。
当時は措置制度の中でしたので、認知症の方の
ご家族の負担が大きいという理由で、「デイサービ

注）QOL：quality of life（生活の質）
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スに入れたい」と言っても、例えばその程度やご
家族の状況などによって行政がそれを使うことが

私は、介護保険制度ができるずっと前の1985年

可能かどうかということを決定し、それを順番の

から東京の世田谷区で訪問看護をしておりまして、

ような形で使わせていただくというような状況で

実は看護教育の中に入ってからまだ10年経ってお

した。ですから質も量も潤沢ではなく、本当に家

りません。まだ８年目ということで、私はずっと

族依存の介護だったと思います。

しかし、訪問看護を続けておりますと、実は「介

ないということも実感してきたところです。

護地獄」と言われるような状況だけではないとい

ですから在宅にこだわり続けるというのは、や

うことに気づいてきました。中には、やはりその

はりその在宅というその人の持つ文化ですね、そ

介護を生きがいにしていると言いますか、本当に

の人が本当にその人らしく居られる所に居られる

ご家族でご家族を看たいという方たちもおられる

のであれば、やはりなんとかご家族の方も支援し

ということに私は気づいてまいりました。

ながら、そこに居られるのがいいのではないのか

ただそれであったとしても、ご家族に負担があ
るのは変わりありません。ご家族が生きがいを持っ

なと思い続けながら、仕事をしてきたところでし
た。

ていたとしても愛情が十分にあったとしても、ご
家族に負担があるのは変わりなかったわけです。

私が訪問看護を始めた 1985 年当時には、家族を

そういう中で、家族の思い、家族の願い、家族

どう理解するかということをしっかりと看護の中

の QOL、家族の生活の質をどのように維持するの

に理論的に位置づけられてはいませんでした。私

かという必要性をずっと感じておりました。

たちが訪問看護を提供し、この方にとってのQOL
は何で、どのようなケアをするのがいいのかとい

実は、介護保険は「介護の社会化」を目指した

うことを考える中で、そのご家族の方を支援し、

保険制度ですので、介護保険ができる前には、介

そのご家族の方のQOL やご家族の思いや願いに寄

護保険が始まることによって、「介護の社会化」と

り添わなければ、そのご本人のQOL、そのご本人

いうことが起きるだろうと私たちは非常に期待し

が望むケアというところにも到達しないというこ

ました。しかし、ふたを開けてみますと状況は難

とに気づき、その中でご家族に対する支援、ご家

しく、特に要介護４～５のような重度の介護が必

族にも関わっていく、ご家族のQOLも考えるとい

要な方たちは、家族の介護が前提となっています。

うことを私はその頃から実践しております。

家族の介護がないところでは難しいだろうという
状況になっていることは、皆さんも感じておられ

家族をどう理解するのかということですが、家

るのではないかと思います。それによって、施設

族の中の誰かが介護の必要な状態になった途端に、

に入れるというような状況も非常に増えてまいり

その家族が介護をするというのが当然のような状

ました。

況になっていき、介護者としか見られない家族に
なっていく。それは、私たちのようなケア提供者

私は2007年に秋田に来て、看護教育に入りまし

もそう見てしまいがちです。また、家族にも人生

た。ケアマネージャーの専任も３年ほどしており

があり、家族にもQOLがありますが、介護される

ますし、施設看護も実は３年半ほど経験している

方本人の自立支援という視点で考えていきますと、

のですが、その方の個別性というか、その方らし

家族を介護者としか見ていかなくなる状況という

さというか、そのことを本当に大事にするケアと

のも感じてまいりました。

いうのは、なかなかたくさんの人数の中ではでき

しかし家族は、介護者として最初から位置付け
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られている訳ではありません。当然ですが、家族

ということが一つです。

の一成員が介護の必要な状況になったから、介護
者という状況になっているのだということです。

また、家族にも発達段階というものがあって、

そのことを私たちは本当に忘れてはいけないと思

その時期特有、家族特有の持つ課題があるという

いますが、家族看護を学びましたら家族をどう理

ことも私たちが家族を見る上でとても大切です。

解するのかというところでは、今、様々な理論が
あるということもわかりました。

例えば、個人が発達していく時に、その時期々々
に応じて心理的な危機という課題があり、その課
題を乗り越えていくことによって、自分が社会に
適応し、仕事を持ち、というようなことがあると

家族だから言える・家族だから言えない
家族をどうとらえるか
＊家族はシステムであり最小の社会としての単
位
＊家族には発達段階があり、その時期特有の課
題がある
＊家族にはセルフケア能力があり、家族の力量と
ストレスの大小による差はあっても適応状態に入
る（危機的状態、破たんになることも）
＊「しめやかな愛情・距てなき間柄」（和辻）という
日本の家族は変化したか

いう訳です。家族形態は変わってきておりますし、
誰を家族と認識するかということも昔とは少し
違っているとは思いますが、今のところ、私はみ
なさん達が考えている私たちの家族、血縁ですと
か、同居していなくても非常に情緒的に近い関係
の中で居る人のことをご家族と呼びたいと思いま
す。家族も家族を作った時から、出生し、生まれ
た家から独立して、ある別の人と自分たちが一つ
の家族を作り出し、そこからその家族が発達して
いくというプロセスがある、というのが一つの理

様々な理論の中で「家族のシステム論」という

論です。

ものがありますが、「家族は、社会の最小単位とし

例えば、それぞれが生まれた家の影響を引きず

てのシステムである」ということです。そのシス

りながらも、新しいその家族の価値、その家族の

テムというのは有機的な連携ということで、点々

歩みをしていかなければいけない時期には、この

と要素だけあるものをシステムとは言いません。

家族はどう生きるのか、この家族としての関係性

システムというのは有機的につながっているから、

を作っていこうというのが発達課題です。また、

そのつながりの中で家族がもし４人であるならば、

生まれた家の影響を非常に強く受けることで、な

１＋１＋１＋１は４にはならず、時には５にも６

かなか新しい家族の生き方や関係性を作れないと

にもなり、時にはそれが力としては２とか３ぐら

いうのも一つの発達課題です。

いにしかならない場合もあります。
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そういうことを私たちは知っていなければいけ

それから子供が生まれた時に、親としての役割

ないのです。家族をどうエンパワメントして、そ

をどう持つのか、子供が離れようとしていく時に

の家族の持つ力というのを発揮していただくかと

親はどういうスタンスでいればいいのかというこ

いうことを私たちは見極めなければいけないのだ

とを個人の発達段階と重ね合わせ、家族にもその

ような発達段階があるのだという理論もあります。
例えば、私が訪問看護で行って出会った方たち
の中でも、ご家族の一人が重度の要介護状態にな
り、そこにお嫁さんが主たる介護者として関わら
なければいけないのですが、お嫁さんには子供が
いて、介護者としての役割だけではなく、その自
分の持つお子さんの母親としての役割があり、自
分のお子さんとご主人との家族ということで考え
れば、お子さんたちを育て、親としての役割を担
うという発達課題が一つあるわけです。
ところがそこで、例えば子供との時間がなかな

もう一つ大きな基盤となる理論は、家族にはも

か取れない等の発達課題を乗り越えていかなけれ

ともとその家族の持つセルフケア能力があるとい

ばいけないところが、介護者という役割をとるこ

うことです。家族には、小さな事から大きな事ま

とにより、その役割に強く影響されてしまうため

で、様々なできることがあり、家族にはその家族

に、もともとその方が、母として、パートナーと

だけにしかわからないことがあります。そしてそ

して作っていかなければいけない家族の形が、だ

れを家族の中で、あるいは時には誰かの手を借り

んだんと影響を受けるということがあります。そ

ながら、上手に乗り切っていくのが家族であると

れが、家族の発達段階のその理論というものです。

いう考え方です。ですから家族看護の基本は、家
族の中に土足で入って、あれこれと私たちがマネー

ですから、私たちがご家族を理解する時に、こ

ジメントするというものではないのです。

のご家族は今どういう状況にあって、本来このご

家族の方たちが、なんとかその家族の方たちで

家族が見ていかなければいけないところはどこな

うまくやっていけるように、私たちが外からサポー

のか、そして、そこに介護という役割が入った時、

トしましょうというのが、家族看護の考え方だと

いったいどういうことがこちらの家族に起きてい

いう理論を私は、随分後になってから知りました

るのだろうか、ということを、私たちがそのご家

が、自分が実践者として訪問看護を提供していた

族を介護者としてしか見ていないと、介護者であ

時に、ご家族との関わり方や自分の役割について

る方の持つ家族の発達課題を見失いがちになりま

考えていたことは、「実践の知」といいますか、あ

すが、実はそれが多くあるのです。

まり間違いではなかったと思いました。

私たちは本当に、そのことを認識していなけれ
ばいけないのです。家族は介護者としてだけ存在

また、家族の中でも家族だからコミュニケーショ

する訳ではなく、介護者としての役割は自分の本

ンがいいとは限らないです。家族だからなかなか

来の役割、家族の発達をしていきながらというこ

言いにくいということもありますし、お嫁さんの

とです。

立場ではなかなかお姑さんに言えないということ
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もあります。

です。それに対して、和辻は日本の家族を「しめ

そこで、私たちが間に入って代弁者の役割をと

やかな愛情で結ばれていて、距てなき間柄」と言っ

りながら、そのご家族たちが上手にそこのところ

ています。“ 距てなき間柄 ” が家族の中にはあるの

の理解ができるように支援するのが家族看護であ

だと。つまり個としての独立性については言って

るといえます。

いません。そして家族は外対内、家族の内、家族

しかし、何かの問題があった時に家族の持って
いるセルフケア能力というのは、良い悪いは別に

の外、家族の内の中はしめやかな愛情で結ばれた、
距てなき間柄だと言っています。

していろいろあると思いますが、例えばそれまで

最近よく見かけますが、例えば病院から退院す

セルフケア能力があって、どんなこともうまく乗

る時にご本人は「家に帰りたい」とおっしゃいま

り越えてきた家族であっても、介護のストレスは

すが、ご本人の「家に帰りたい」よりもご家族は

非常に大きなことです。

「もう介護できませんから、ショートステイを探し

ですから、介護という起きた事柄も引き受けつ

てください」というのが結構多いです。ご本人の

つ、なんとか適応して、そのご家族が家族らしく

その意思よりもご家族の他の成員の意思で、その

いけるようにというのが、また一つの考え方です。

方の行く末を決めてしまっているのですね。もち

その時に私たちは、それまでご家族の中だけで
対応できていたから今回もご家族の中だけで対応

ろん、それは介護できない状況とか、さまざまな
状況が検討されてということもあると思います。

できる、というのではなく、外の力も上手に使い

しかしそうではなくて、お元気なうちはその方

ながら、ご家族がその状況に適応していくという

の意思ということがあったのに、介護が必要になっ

ことを支援するのが非常に重要だと思っています。

た途端に、他の家族成員が、その人のことで意思
決定を代わりにしてしまうというような状況が時

戦前、和辻哲郎という哲学者が『風土』という

に見られるのは、私はこの日本人の中に “ しめや

本を書いています。彼は、ある意味天皇制に賛成

かな愛情・距てなき間柄 ” という、家族を個の集

するようなことを言いましたので、後で弾劾をさ

まりではなく、非常に距てない、緩やかな中での

れていますが、日本人の精神風土ということを考

人格というのが、非常に際立った個としているの

える時に、戦後の封建主義から民主主義、家制度

ではない中にあるのではないかと感じることがあ

から核家族というように、家族形態が変わってき

ります。これは良い、悪いの問題ではないと思い

ていますが、家族の中の間柄をどう見るかという

ます。そのような中で、そのような状況のご家族

点では、私は変わらない部分があるのではないか

に対して私たちが、どのように支援していけばい

と感じることがあります。

いのか、家族理解をどうすればいいのかというこ

ヨーロッパの家族というのは、情緒で結びつい
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とを私は考えています。

てはいますが個人主義ですので、それぞれが自分

しかし、これからの超高齢化社会、生産年齢人

のことをアピールし、自分のことを大事にし、他

口が少なく、肩車社会になっていきますので、ど

の人も大事にする、いい意味の個人主義の集まり

う考えても働ける世代は働かないとこれからの日

本はやっていけないですね。ということは女性で

と比べることはないのだと。それから私たちの価

あれ、男性であれ、やはりきちんと生産年齢人口

値観、家族観、介護観でその家族に入り込んでいっ

の人が働くためには、介護という部分を、その “ し

てはいけないのだと。今ここには、看護学生もた

めやかな愛情・距てなき間柄 ” のために委ねる訳

くさんいると思いますので、私はそのことを非常

にはいかないと思います。

に強調したいと思います。

やはり、自分もあなたもという、個の自立とい

愛情の表現の仕方はさまざまです。自分は身体

うことも考えていきながら、上手に介護をやって

的な介護労働という形で介護を提供することはで

いかなければいけない。外の力を使いながらやっ

きないけれども、お金という形で、例えばここに

ていかなければいけないのではないかと思ってい

こういう介護を提供する、外からのサービスを使

ます。

うために少し経済的なことで支援するというよう

個人の看護もそうですが、家族の介護、家族の

な形だって、それは介護放棄ではありませんし、

有り様、そして家族の中にあることなどは、非常

冷たい訳でもないのです。その人の愛情表現の仕

に個別性が強いので、私たちは支援をすると言っ

方です。どのようにして愛情を表現するのか、ど

ても土足で中に踏み込むということはしないです。

のようにして家族を大事にするのかというのは、

なぜなら、それをした途端に、私たちは支援者で

人それぞれでありますので、私たちはそのことを

はなくなってしまうからです。土足で入ってはい

よく理解していなければいけないと思います。

けないということをしっかりとわきまえながら、
そのご家族は一体何に困り、何を求めて、どのよ

また、具体的に、私は社会資源に関する情報が

うな家族としていたいのかということを私たちが

不足していると感じています。介護保険制度も

把握しながら、言語化ができない時にはその言語

2000年から始まって15年経ちます。これから超高

化を助け、それに対して様々な提案をしていくと

齢化社会の中で地域包括ケアシステムを作ってい

いうのが、私たちに求められるところだと思います。

くという、かなり大きな次のページに入り込んで

非常に多様性、多面性のあるものですから、人

いこうとしていますが、まだその状況をご存じな
い方は結構いらっしゃるなということをつい昨年

家族介護の多面性・個別性
人と比べる必要はないが
１．どのようにして愛情を表現するかは人それ
ぞれ
２．社会資源に関する情報を持つ（どこにコンタ
クトすればよいか、介護保険を使えるのか）
３．良い意味での個人主義を日本の家族介護
にも（あなたも自分も大切に）
４．家族だけではこれからの介護は難しい
だから・・・地域包括ケアシステム

に感じました。朝の情報番組で、女性の介護によ
る離職について特集していまして、その時にちょっ
とびっくりした事例がありました。
30代非正規労働の女性が70代のお母さんと２人
暮らしでしたが、お母さんの介護が必要になりま
した。完全に寝たきりという感じではなかったと
思いますが、彼女がまず何を選択したかというと、
自分が仕事を辞めて介護に入っていました。介護
保険を使うという感覚、その情報が彼女にはなかっ
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たのだろうかと私は大変びっくりしました。
非正規労働から介護で仕事を辞めてしまって、

と言いましたけれども、よい意味での個人主義を
やはり日本の家族介護にも入れたいと思います。

正規労働で得られるような、例えば介護休暇のよ

それは、その方の意思、私たちの意思、私たちの

うなものもありませんし、全く収入が無くなって

QOLということも同時に考えていきます。犠牲に

しまったわけです。そしてご自分が、朝から晩ま

するというだけではなく、そのためには「介護保

で狭い家の中でお母さんと向き合っていました。

険なんか使いたくない」「外からヘルパーさんに来

そうしますと、ご自分の収入もありませんし、

てほしくない」というのでもだめです。もしかし

あるのはお母さんの年金だけで、メンタルもある

たら介護保険などの社会資源を使えば介護と仕事

いは経済的にもどんどん追い込まれる状況になっ

の両立ができるかもしれないのに、「社会資源を使

ていきます。40歳から介護保険料は医療保険料と

うのは嫌なので」と言うのもいけないと思います。

一緒に天引きされていますが、30代というのはま

私たちは「あなたのことも大切にする、私のこ

だ介護保険料を負担していませんので、介護保険

とも大切にしたい」という時に、そのためには一

というものがわからなかったのかもしれません。

体今、どのような制度があり、どういうサービス

30代位の年代は、もしかしたらそのような状況

を使えるのかを知ることが大切です。

になるかもしれないのに、介護保険というものに
関しての知識があまりないと知り、非常に残念で
した。続けて番組を見ていましたら、後に介護保
険を使えるということがわかり、介護保険サービ
スでデイサービスに出したり、ヘルパーさんに来
てもらうことができ、彼女はまた違う仕事を見つ
けて、復帰したようです。最後はそうなりましたが、
若い世代の方は、もしかしたら介護保険を知らな
いかもしれないので、これは大切な部分ですよね。
ですから、介護保険についてまだまだ知らない
状況があるということです。病院が、介護保険と
いうものを使えることや、地域には地域包括支援

この先、介護保険のフォーマルな制度に則った

センターがあって、もし困ったら地域包括支援セ

サービスだけではもう難しいと言われておりまし

ンターに相談に行くようにと情報提供するなど、

て、これから保健師さんたちも地域の中にどうい

やはり、どこかで誰かがその情報を発信しないと

うインフォーマルなサービスや団体を作り出して

そこにつながらないと思います。今ある制度の中

いくのか、互助の地域をどう作っていくのかとい

だけでは不十分ということもあると思いますが、

うのが、これから非常に問題のあるところです。

今ある制度は少なくとも十分に使えるような情報
を発信していき、そして、先程 “ 距てなき間柄 ”
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地域包括ケアシステムを2025年までに作るとし
ていますが、あと10年しかありません。この超高
齢化社会、秋田県では昨年の10月には、高齢化率
32.4％で全国トップです。48％ぐらいまではなるの
ではないでしょうか。上小阿仁村はもう50％を超
えています。
その中で各市町村では、「地域包括ケアシステム
を2025年までに作りなさい」といって、在宅で介
護できるように政策によって法律を作り、報酬を
変えています。今回の介護保険の改正では、介護
報酬は２回目のマイナス裁定で2.27％マイナスに

ません。すまいとすまい方という植木鉢の中にしっ

なり、特に施設への影響が大きいです。これも実は、

かりとした生活支援・福祉サービス、食事とかそ

在宅介護への誘導です。

ういうものがあるので、医療・看護等、こういう

ですから、自分の居たい場所、居たい地域で家

ものが同じ根っこで育つのだというモデルです。

族だけに介護を委ねるのではなく、さまざまなサー

これには本人・家族の選択と心構えという非常に

ビス、地域の互助、そういうものを作りながら、

大事な植木鉢の皿があるということです。

ここに居なさいという町をあと10年で作らなけれ
ばいけないのです。医療は地域包括ケアシステム
の中の医療であり、私たちは、これから育てる看
護職は地域包括ケアシステムの中で活躍する看護
職になるということを意識していく必要がありま
す。すまい、生活支援、介護、医療、そしてその
要としてのケアマネージャー、これは保健師、社
会福祉士におおいに期待されていますが、こうい
うものを作るのだ、この中で私たちは上手にサー
ビスを使いながらいくのだと、そういう町づくり
をするのだということを地域住民の方がまず知っ
て欲しいです。

地域包括ケアシステムの基本理念は、地域にお

こちらのスライドは、地域包括ケアシステムを

ける共通認識の醸成です。これは、行政が非常に

わかりやすいように表したものです。制度が作ら

大事な役割を担います。この地域を一体どういう

れれば、国はどんどん政策を打ってきます。しかし、

地域にするのか、これを「規範的統合」と言います。

ここに住む地域住民の方たちの意識、思い、情報、

ここで高齢者の「尊厳の保持」「自立生活の支援」

これがなければこの地域包括ケアシステムはでき

がありますが、高齢者の「尊厳の保持」は、家族
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の犠牲のもとで行なってはいけません。みんなが

QOL の維持・向上というのは療養者さんだけで

このようになるような町づくりをする、互助の町

はありません。ご家族も、ということを常に思っ

づくりをするということです。

ていなければいけません。サービスを使うことを

生活支援などは、これからNPOや地域の互助な

ためらわないでいただきたいということです。

どで使おうと言っています。他人を家の中に入れ

今、医療・介護はワンセットでというのが、国

たくないという家族では、もう地域包括ケアシス

の方針です。医療が必要な高齢者は介護が必要、

テムの中では難しいと思います。そういう点では、

介護が必要な高齢者は医療が必要です。医療の健

距てき間柄の日本人の家族観ですが、やはりもっ

康管理があってこそ、介護が続きます。ですから、

と外の人に入ってきてもらってということになる

訪問看護を是非上手に使っていただきたいと思い

かと思います。

ます。医療が生活を縛るのではなく、医療を生活
になじませるという視点で、介護も展開していか
なければいけないと思います。
そのためには、信頼できるケアマネになんでも
相談していただきたいと思います。第三者を入れ
ることで息抜きができ、愚痴がこぼせます。そし
て家族だけの視点、見方だけではなく、第三者の
視点を少し入れることができます。
息抜きをしながら、ショートステイに半分行っ
てもいいと思います。でも、一か月行ってしまう
とその方のすまいはショートステイになってしま

これも地域包括ケアシステムの構成要素、医療・

います。もし、ご本人の意思が「家に居たいな」

介護、これからどんなものが求められるのかとい

というのであれば、４週間の内、３週間ショート

うのがあります。私たちはこれも伝えていかなけ

ステイに居ても１週間は家で、２週間ショートス

ればいけないことだと思います。

テイで２週間家でというようなサービスの使い方
ができないか、あなたも大事、私も大事というと

ＱＯＬの維持・向上は
療養者も家族も
＊サービスを使うことをためらわずに
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ころで、合意形成のすり合わせをしていく、これ
が非常に重要だと思います。
家族の中で起きていることを是非、外の資源を

＊在宅療養は医療も大事・訪問看護を上手に
使って
＊信頼できるケアマネになんでも相談

使い、できるだけ抱え込まずにオープンにしてい

＊息抜きは必ず必要・ショートステイやデイ
サービスを効果的に
＊抱え込まずオープンにしよう

う動きがあるのですから、それのお手伝いができ

ただければ、今お話ししたシステムを作ろうとい
ると思います。

ゲストスピーカーに家族介護のご経験をお持ちの渡邊
まどか氏を迎え、中村順子教授、渡部育子男女共同参
画推進室長と3人で「介護と仕事の両立について」をテー
マに対談を実施しました。
渡邊氏は、平成13年から家族介護と仕事の両立を11
年続けてこられました。そのご経験から介護と仕事の両
立をしていく上での苦労した点や工夫された点、両立の
ために大切だと思われること等お話いただきました。

対談の様子（右から中村教授・渡邊氏・渡部室長）

家族が「助けて」と声をあげること

一人で抱え込まない。
SOS を発すれば、何らかの援助は得られる。

相談場所や職場の休暇制度等の
情報を得ること
直接的な手助けではなくても、
子どもなどその他の家族に対する周り
からのヘルプは快く受け入れること

行政の市町村窓口や地域包括センター等について、職場の制度
として介護休暇の有無、内容と申請方法等についての情報を得る。
スポ少、塾の送り迎えや宅配品の保管、
小さな物の買い物等は、遠慮せずにお願いする。
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“ある日突然はじまって、いつ終わるかわからない” “遠く離れている場合も多い” と

いうようなことが介護ではよく聞かれます。育児に比べると制度の使い勝手も悪いの
が現状です。しかし、自分自身の存在は親があってのことです。介護を前向きにとら
えることはできないでしょうか？
今回のセミナーでは公的介護支援の概要、家族介護のあり方、介護体験から得ら
れたノウハウなど、多面的に介護を考えてみました。高齢化率日本一の秋田で 21世
紀介護モデルを創ることを目指してまいりたいと存じます。
秋田大学男女共同参画推進室長

渡 部 育 子

平成27年2月９日
（月）13：00より本学医学部保健学科棟大講義室において「平成26年度秋田大学介護支
援セミナー 〜それぞれの介護のかたち〜」を開催しました。
当日は、本学医学系研究科保健学専攻地域・老年看護学講座教授の中村順子氏を講師に「家族介護におけ
る留意点」と題して家族介護の在り方、地域包括ケアシステムについての講演がありました。
また、学外より家族介護の経験を持つ渡邊まどか氏をゲストスピーカーに迎え、介護と仕事との両立をテーマ
に対談を行いました。対談では、渡邊氏が家族の介護中に苦労された経験や、今は介護が必要な状態でなくても、
家族と介護について話し合う機会を設けることの必要性についてお話しいただきました。

これまで訪問介護について知る機会がない人は「介護は家族がするもの」と思っていたので、そういう
先入観がなくなった。今後、世間一般の方々も色んな介護のかたちがあることを知れる、または、相談
できるシステムができればいいと思いました。
介護を経験した人の生の声が聞けて良かったです。介護サービスの変化について、これからの動向に注
意していきたいです。
自分がこれから看護師として働く上で、自分の家族、結婚相手、または子供が何らかの理由で介護が必
要になった時どうしたら良いか、今から考えても不安で参加しました。介護の体験を聞くことができて、
貴重な体験となりました。
貴重な実体験に説得力を感じました。ディスカッションで具体例が聞けて良かったです。
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