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今 月 の

c h e c k  p o i n t

の中でも過労死リスクが
高い職業とされているの
に、コロナへの対応が増え
ることになると、高まるリ
スクは図りしれません。

　日本赤十字社では、「新
型コロナウイルス感染症
（COVID-19）に 対 応 す
る職員のためのサポートガイド」を作成して
います。「こころの健康を維持するために 必
要なこと」などについて、上司や施設管理者は
どう対応すればよいのかなどが説明されてい
ます。日本赤十字社の職員向けの内容ですが、
感染症対応に同様に従事されている方々等に

もお役立ていただける内容となっており幅広
く活用してほしいとのこと。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応する
職員のためのサポートガイド
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200
330_006139.html

（編集部）

部下の育て方がわからない。そんな相談をよく受けます。医療・介護の事務の場
合、そもそもご自身が教育研修を受けていないため、部下を持った途端、途方に暮
れる…なんてことも。そんな人にお勧め本です。「40代でGAFAの部長に転職し
た僕が20代で学んだ仕事に対する考え方」。発売されるや否やあっという間に
マーケティング部門でAmazon1位となった話題の1冊です。
著者である寺澤さんは、灘から東大に進んだ秀才ですが、勉強と仕事は別物。新
人のころには仕事に対する考え方がまとまらず迷ったそうです。そんな彼の転
機となったのは上司Nさんとの出会い。「考える」とはどういうことなのか。思考
の広げ方とは？
思いつきで動こうとする新人に、ロジカルに指導してくれるNさんとの
やりとりを40代になった著者が当時を振り返り伝えてくれています。

ＬＯＯＫ book ｌｏｏｋ
『40歳でGAFAの部長に転職した僕が20代で学んだ仕事に対する考え方』

▲ 平成30年度年次報告の過労死等防止対策白書より

寺澤伸洋（著）｠形式：Kindle版 Kindle本です。本屋さんにはありませんのでご注意を！

369

標準予防策② 
また、対応の中で最も重要なのが手指衛生です。手洗
いや手指消毒を5つのタイミングと言われる場面で
正確に行うことで感染拡大を防止しています。また、
手指衛生の基本として手指消毒や手洗いはもちろん
ですが、手洗い時には指輪や時計を外し手首まで洗う
ことや爪を短く切っておくことも重要です。これら
の事を意識して、人に感染させないように注意しま
しょう。

（ことば368からの続き）

能見将志
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訪問看護ステーション かっさい

「最期はうちに帰りたい」
患者の願いに寄り添う在宅看護専門看護師（※）

（※）5年以上の実践経験＋看護系大学院で修士課程修了＋審査に合格で認定される。更新は5年ごと。ミッションは、患者・家族への支援、
看護職への教育、組織をマネジメントする役割も期待されています。在宅看護の他、がん看護や精神看護など13の専門がある。

在宅看護専門看護師を目指した理由を教
えてください。
　中学生の時、がんで祖母を亡くしました。家
に帰りたがっていたのにできなくて…。人生
の最期がこれでいいのかと疑問を持ち、同じよ
うな人の支えになりたいな、と思ったんです。

在宅看護専門看護師の活躍の場所は？
　私のように訪問看護ステーションで働く人
もいれば、急性期病院の地域連携室で活躍され
ている方もいます。他職種との連携において
力を発揮している方が多いと思います。私も、
在宅看護はどのような地域貢献ができるだろ
うか、という視点で動いています。

今回取材したのは、訪問看護ステーションかっさいの管理者平山司樹（かずき）さん。
男性初の在宅看護専門看護師です。

平山司樹さん
24歳の時に、看護教育が充実している高知県に単身移住。高知大
学医学部看護学科を経て高知県立大学大学院へ。卒後、在宅看護
専門看護師として高知で活躍。昨年地元である大阪に戻り、訪問
看護ステーションかっさい管理者に。

訪問看護ステーション かっさいのリーフレット https://kassai-st.com/pdf/pamphlet.pdf
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（※）心理的安全性とは、だれもが安心して自分の考えを自
由に発言したり行動に移したりできる状態のこと。
米グーグル社が「成功するチームの構築に不可欠なも
の」として挙げたことから有名に。

平素より大変お世話になっております。
令和2年3月24日（火）に、○○○○病院様より退院されました●●●●様のご報告を致します。
退院当日、自宅に帰ってくると笑顔が見られました。妹さんは、退院後の生活に不安が強く、吸引方法や経管栄養など
手技に困惑されていましたが、訪問看護師と共に実施していくことで、今では完璧に実施することができるように
なっています。また、手技の獲得と共に在宅療養の継続に自信を持ち始めています。
ご本人・妹さんの希望で、リハビリも開始しています。開始当初は、上肢の動きは緩慢でベッド上でのリハビリが主で
したが、少しずつリハビリの成果も出始め、今では椅子に支えなしで座ることや、立位になり介助で少し歩行すること
もできるようになっています。コロナウイルス感染が落ち着きましたら、依然通われていた馴染みのデイサービスに
も参加を検討しています。
少しずつですが、できることが増えてきています。両手でハイタッチやピースサイン、4月12日は自宅でカラオケ大
会もされました。ご本人様もそうですが、妹さんやその他ご兄弟の方も自宅に帰れたことを大変喜ばれています。

3月31日の気管カニューレ再挿入のための緊急時にも迅速にご対応いただき
ありがとうございました。

以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。
○○○○病院様の退院支援力には本当に感動致しました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

ハイタッチとピースサイン
平素より大変お世話になっております。
令和2年3月6日（金）に、○○○○医療センター様より退院されました●●●●様のご報告を致します。
●●様や夫である▲▲様の「家に帰りたい」「家で最期を迎えさせてあげたい」という希望を叶えてくださり感謝致
します。
退院日当日は、疲労感からか眠ってる時間が長かったですが、アイスクリームの摂取を希望され、数口摂取しておりま
した。翌朝、嘘のように元気にお話をされ、▲▲様の今後について心配事等お話しくださりました。また、○○○○医
療センターの看護師さんへの感謝の言葉（「家に帰してもらって感謝している、ありがとう」）と在宅ケアチームへの
感謝の言葉を仰ってくれていました。
8日（日）、午前中の訪問の際には声かけに反応はなくなり、下顎呼吸となっていました。お看取りになる1時間程前、
▲▲さんの声掛けにうっすら開眼し、声は出ませんでしたが「ありがとう」と口元が動いたように感じました。その後、
15時42分に▲▲さんに見守られ永眠されました。最期は、2人小さな電動ベッドの上で添い寝をし合いながらの最
期でした。

以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。
○○○○医療センター様の退院支援力には本当に感動致しました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

アイスを召し上がり、添い寝して

講演中の平山さん。
在宅看護の実情をできるだけ多く
の方に伝えていくことも、専門看
護師の役割の一つ。
平山さんは、在宅療養されている
ターミナル期のがん患者さんの自
宅での様子や家族に見守られなが
ら最期を迎えられた方々の様子を、
写真・動画を使って伝えます。リア
ルな講演に胸を打たれる人は多く、
聴きながら涙をこぼす人も…。

＼「伝えること」もミッション／

平山さんにとって専門看護師になることやそ
のための学びとは、他責思考から自責思考へ渡
る橋のようなものだったのかもしれません。
問題やトラブルが起こった時に人のせいにし

てしまうのが他責思考。一方、周りのせいにするのではなく
自らの改善を試みることが自責思考です。周囲との信頼関係
が構築できている自責の人は、問題解決能力が優れているだ
けでなく、人生をコントロールしている感覚があるため幸福
度も高いと考えられます。

記者
雑感

学びの橋

どうすれば
患者さんを帰して
あげられるだろう

患者さんが
帰りたがっているのに
病院が帰してくれない！！

（参考）
＼専門看護師となる前後、平山さんに起きた変化／

自責思考
専門看護師と
なってから

他責思考 
専門看護師
になる前

専門看護師となって変化はありますか？
　周囲へのアプローチが変わりました。以前
は自分の気持ちばかりが強くて、出来ない原因
を外に求めていたと思います。そのため医師
と対立することもありました。「患者さんが帰
りたいといっているのに、なぜ出来ないんです
か？」と言ってみたり…。

そういった衝突、今はない？
　ないですね。医師が「出来ない（在宅に帰せ
ない）」と判断するときは、必ず理由があります。
在宅の医療に不安を持っているのかもしれな
いし、信頼できる訪問看護ステーションがない
のかもしれません。患者さんが遠慮がちで、
「帰りたい」という希望を伝えていないのかも
しれません。

そんな時はどうするのですか？
　不安に答えます。訪問看護ステーションな
ら出来ることを説明し続けます。病院の医師
が地域の看護に不安を持つのは当然といえば
当然です。病院ほどの設備もマンパワーもな
いのですから。それでも「このくらいはできる
のですよ」ということを発信し続けることで
徐々に信頼を得られます。

主治医との関係で大事にしていることは？
　報告です。ほとんどの先生は、ご自身が担当
した患者さんを最期まで診たいと思っていま
すから、ご紹介いただいた患者さんの経過報告
を必ずします。内容は簡単です（参考）。
「Aさんをご紹介いただきありがとうございま
す。自宅に戻られてアイスクリームを召し上
がりました。美味しそうに嬉しい時のポーズ
を見せてくださいました」
といったことです。

1人ひとりに個別の内容…時間がかかって
大変そうですね。
　時間はかかりません。その方がどんなご様
子だったのか。事実をたんたんと書くだけな
ので。「ご家族との時間を持った」とか「好き
なテレビ番組を見て楽しそうだった」とか、見
たまま、患者さんの表情を書くだけです。

紹介元の反応は？
　喜んで下さいます。とくに悩みながら退院
のご指示を出された先生は、「穏やかな表情を
されていました」、「好物を召し上がりました」
というだけでホッとなさるようです。

これからやりたいことは？
　もっと看護技術と知識を磨き医師の負担を
軽減したいです。よく、多職種連携と言われて
いますが、現状は医師の力に頼りすぎて負担を
かけています。しかしそれは我々が頼りないか
らです。医師の知識は圧倒的で量も質も到底及
びませんが、それぞれの職種がもっと学び、そ
の分野で自立すれば、タスクシェアリングもで
きるかもしれない。患者さんを中心にした医
療・介護体制のためにも必要だと思っています。

地域で働いていると、「学ぶ場所」を探すの
が大変では？
　今、いろいろ学ぶ場所を作っています。ユ

ニークなのは、若い人たちだけが学べる会で、
「アンダー40の会」というのがあります。

あえて40歳以下に絞ったのは？
　理由は2つあります。まずこの会が見据えて
いるのは、2025年ではなく2040年だという
こと。2040年に在宅医療の現場を引っ張る人
達の学び合いの場所にしたいためです。もう1
つは、心理的安全性（※）を確保したかったから。
彼らは、2040年にはリーダーですが、今はひ
よっこです。ひよっこがのびのびと意見を言
えるよう、若い人限定にしています。

　次回も引き続き、平山さんの活動を取材します。

（編集部）
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（※）心理的安全性とは、だれもが安心して自分の考えを自
由に発言したり行動に移したりできる状態のこと。
米グーグル社が「成功するチームの構築に不可欠なも
の」として挙げたことから有名に。

平素より大変お世話になっております。
令和2年3月24日（火）に、○○○○病院様より退院されました●●●●様のご報告を致します。
退院当日、自宅に帰ってくると笑顔が見られました。妹さんは、退院後の生活に不安が強く、吸引方法や経管栄養など
手技に困惑されていましたが、訪問看護師と共に実施していくことで、今では完璧に実施することができるように
なっています。また、手技の獲得と共に在宅療養の継続に自信を持ち始めています。
ご本人・妹さんの希望で、リハビリも開始しています。開始当初は、上肢の動きは緩慢でベッド上でのリハビリが主で
したが、少しずつリハビリの成果も出始め、今では椅子に支えなしで座ることや、立位になり介助で少し歩行すること
もできるようになっています。コロナウイルス感染が落ち着きましたら、依然通われていた馴染みのデイサービスに
も参加を検討しています。
少しずつですが、できることが増えてきています。両手でハイタッチやピースサイン、4月12日は自宅でカラオケ大
会もされました。ご本人様もそうですが、妹さんやその他ご兄弟の方も自宅に帰れたことを大変喜ばれています。

3月31日の気管カニューレ再挿入のための緊急時にも迅速にご対応いただき
ありがとうございました。

以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。
○○○○病院様の退院支援力には本当に感動致しました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

ハイタッチとピースサイン
平素より大変お世話になっております。
令和2年3月6日（金）に、○○○○医療センター様より退院されました●●●●様のご報告を致します。
●●様や夫である▲▲様の「家に帰りたい」「家で最期を迎えさせてあげたい」という希望を叶えてくださり感謝致
します。
退院日当日は、疲労感からか眠ってる時間が長かったですが、アイスクリームの摂取を希望され、数口摂取しておりま
した。翌朝、嘘のように元気にお話をされ、▲▲様の今後について心配事等お話しくださりました。また、○○○○医
療センターの看護師さんへの感謝の言葉（「家に帰してもらって感謝している、ありがとう」）と在宅ケアチームへの
感謝の言葉を仰ってくれていました。
8日（日）、午前中の訪問の際には声かけに反応はなくなり、下顎呼吸となっていました。お看取りになる1時間程前、
▲▲さんの声掛けにうっすら開眼し、声は出ませんでしたが「ありがとう」と口元が動いたように感じました。その後、
15時42分に▲▲さんに見守られ永眠されました。最期は、2人小さな電動ベッドの上で添い寝をし合いながらの最
期でした。

以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。
○○○○医療センター様の退院支援力には本当に感動致しました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

アイスを召し上がり、添い寝して

講演中の平山さん。
在宅看護の実情をできるだけ多く
の方に伝えていくことも、専門看
護師の役割の一つ。
平山さんは、在宅療養されている
ターミナル期のがん患者さんの自
宅での様子や家族に見守られなが
ら最期を迎えられた方々の様子を、
写真・動画を使って伝えます。リア
ルな講演に胸を打たれる人は多く、
聴きながら涙をこぼす人も…。

＼「伝えること」もミッション／

平山さんにとって専門看護師になることやそ
のための学びとは、他責思考から自責思考へ渡
る橋のようなものだったのかもしれません。
問題やトラブルが起こった時に人のせいにし

てしまうのが他責思考。一方、周りのせいにするのではなく
自らの改善を試みることが自責思考です。周囲との信頼関係
が構築できている自責の人は、問題解決能力が優れているだ
けでなく、人生をコントロールしている感覚があるため幸福
度も高いと考えられます。
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患者さんが
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専門看護師となって変化はありますか？
　周囲へのアプローチが変わりました。以前
は自分の気持ちばかりが強くて、出来ない原因
を外に求めていたと思います。そのため医師
と対立することもありました。「患者さんが帰
りたいといっているのに、なぜ出来ないんです
か？」と言ってみたり…。

そういった衝突、今はない？
　ないですね。医師が「出来ない（在宅に帰せ
ない）」と判断するときは、必ず理由があります。
在宅の医療に不安を持っているのかもしれな
いし、信頼できる訪問看護ステーションがない
のかもしれません。患者さんが遠慮がちで、
「帰りたい」という希望を伝えていないのかも
しれません。

そんな時はどうするのですか？
　不安に答えます。訪問看護ステーションな
ら出来ることを説明し続けます。病院の医師
が地域の看護に不安を持つのは当然といえば
当然です。病院ほどの設備もマンパワーもな
いのですから。それでも「このくらいはできる
のですよ」ということを発信し続けることで
徐々に信頼を得られます。

主治医との関係で大事にしていることは？
　報告です。ほとんどの先生は、ご自身が担当
した患者さんを最期まで診たいと思っていま
すから、ご紹介いただいた患者さんの経過報告
を必ずします。内容は簡単です（参考）。
「Aさんをご紹介いただきありがとうございま
す。自宅に戻られてアイスクリームを召し上
がりました。美味しそうに嬉しい時のポーズ
を見せてくださいました」
といったことです。

1人ひとりに個別の内容…時間がかかって
大変そうですね。
　時間はかかりません。その方がどんなご様
子だったのか。事実をたんたんと書くだけな
ので。「ご家族との時間を持った」とか「好き
なテレビ番組を見て楽しそうだった」とか、見
たまま、患者さんの表情を書くだけです。

紹介元の反応は？
　喜んで下さいます。とくに悩みながら退院
のご指示を出された先生は、「穏やかな表情を
されていました」、「好物を召し上がりました」
というだけでホッとなさるようです。

これからやりたいことは？
　もっと看護技術と知識を磨き医師の負担を
軽減したいです。よく、多職種連携と言われて
いますが、現状は医師の力に頼りすぎて負担を
かけています。しかしそれは我々が頼りないか
らです。医師の知識は圧倒的で量も質も到底及
びませんが、それぞれの職種がもっと学び、そ
の分野で自立すれば、タスクシェアリングもで
きるかもしれない。患者さんを中心にした医
療・介護体制のためにも必要だと思っています。

地域で働いていると、「学ぶ場所」を探すの
が大変では？
　今、いろいろ学ぶ場所を作っています。ユ

ニークなのは、若い人たちだけが学べる会で、
「アンダー40の会」というのがあります。

あえて40歳以下に絞ったのは？
　理由は2つあります。まずこの会が見据えて
いるのは、2025年ではなく2040年だという
こと。2040年に在宅医療の現場を引っ張る人
達の学び合いの場所にしたいためです。もう1
つは、心理的安全性（※）を確保したかったから。
彼らは、2040年にはリーダーですが、今はひ
よっこです。ひよっこがのびのびと意見を言
えるよう、若い人限定にしています。

　次回も引き続き、平山さんの活動を取材します。

（編集部）
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（※）心理的安全性とは、だれもが安心して自分の考えを自
由に発言したり行動に移したりできる状態のこと。
米グーグル社が「成功するチームの構築に不可欠なも
の」として挙げたことから有名に。

平素より大変お世話になっております。
令和2年3月24日（火）に、○○○○病院様より退院されました●●●●様のご報告を致します。
退院当日、自宅に帰ってくると笑顔が見られました。妹さんは、退院後の生活に不安が強く、吸引方法や経管栄養など
手技に困惑されていましたが、訪問看護師と共に実施していくことで、今では完璧に実施することができるように
なっています。また、手技の獲得と共に在宅療養の継続に自信を持ち始めています。
ご本人・妹さんの希望で、リハビリも開始しています。開始当初は、上肢の動きは緩慢でベッド上でのリハビリが主で
したが、少しずつリハビリの成果も出始め、今では椅子に支えなしで座ることや、立位になり介助で少し歩行すること
もできるようになっています。コロナウイルス感染が落ち着きましたら、依然通われていた馴染みのデイサービスに
も参加を検討しています。
少しずつですが、できることが増えてきています。両手でハイタッチやピースサイン、4月12日は自宅でカラオケ大
会もされました。ご本人様もそうですが、妹さんやその他ご兄弟の方も自宅に帰れたことを大変喜ばれています。

3月31日の気管カニューレ再挿入のための緊急時にも迅速にご対応いただき
ありがとうございました。

以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。
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