
がん社会で
どう生きるか？

ク ラ ス の
半 分 は
が ん に
な る ！

動画版は
YouTube で公益社団法人福岡県医師会
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現在、「がん」は、日本人の２人に１人がかかると言われ

ている、とても身近な病気です。

将来、ご家族や身の回りの方など、皆さんの大切な誰かが、

そして皆さん自身も「がん」にかかる可能性があります。

そして、社会には「がん」にかかった人を支える様々な仕

事があります。

「がん」について知ることは、「がん」にかかった人を支え

る方法を知ることでもあります。

皆さんは、どのようにして力になることができるでしょう

か。

是非、本書を通じて、身近な病気である「がん」について

理解を深めていただき、がん患者を支える職業について、

興味を持つきっかけとなれば幸いです。

福岡県医師会　会長　松田　峻一良
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私たちの２人に１人は
がんになる？

日本人のおよそ３人に１人が
がんで亡くなっています。

そして、日本人の２人に１人が
一生のうちにがんになる
といわれています。

　このように、日本人にとってがんはとても身近な

病気です。家族や、何年後かの自分ががんになって

もおかしくありません。

　そう考えるとこわいですか？　でも、そのときに

がんについてきちんと知っていれば、命を落とさなく

てもいいかもしれません。

　がんにならない、がんになっても命を落とさない

ために、今、がんを知っておくことが大切なのです。

　

２
人
に
１
人
が

が
ん
に
な
る

３
人
に
１
人
が

が
ん
で
死
ぬ

　これほどがんにかかる人が増
えたのは、日本人の平均寿命が
急速に延び、高齢社会を迎えた
ことと関係しています。
　がんは一種の老化ともいえるため、
「がんにかかるまで長生きできるように
なった」ともいえます。がんは高齢に
なるほどかかりやすく、また食生活が
欧米化していることによって、今後ま
すますがんにかかる人は増えていくで
しょう。

がん

日本人の
死因

がん以外の
原因

PART 1  基礎知識編へ……P7

ねえ、がんってこわい
病気のイメージなんだけど
いったいどんな病気？

やっぱりこわい
病気なのね！
かかったら
助からないの？

そしてがんは、日本人の
死因の第 1位でもあるの。
今は 3人に 1人ががんで
亡くなる時代なのよ。

そうか…とても身近な
病気なのに、なんにも
知らなかったなあ。

先生、もっと
くわしく教えて
ください！

いいえ、そんなにこわがらなくても
だいじょうぶ。
医療が大きく進歩している今は、
早期発見・早期治療によってがんは
“治せる病気”になっているのよ。

死因の
第 1位！

知り合いにもがんに
かかった人がいるよ。

よくある
病気なんじゃ
ないの？

そうね、がんは日本人の 2人に
1人がかかるといわれている、
とても身近な病気ね。
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もし家族ががんになったら？　
自分ががんになったら？

がん患者を、
みんなで支える社会にしていこう

がんは突然、
あなたの身近にやってきます。

　がんになったら、病院での治療が必要になったり、生活をするうえで助けが必要

になることがあります。

　がん患者がどのような治療を受けるのか、サポートするにはどうすればいいのか、

今のうちから具体的に学んでおきましょう。

　そして、がん患者を支える社会を担う一員になってください。

　自分自身や、身近な人ががんに
なったときのために、知識を身に
つけておくことは大切です。
　若いうちに発症するがんもあるので（P6
参照）、今から学んでおく必要があります。
　日本は世界トップクラスの長寿国ですが、
それにともなって、がんで入院したり、介
護が必要になる人も増えています。将来、
支援が必要な人がさらに増えていくことが
予測されており、医療や福祉の分野で働く
人が必要とされています。

PART2  治療･ケア編へ……P15

なーんて言われたら
ショックだろうな。

でも今は、医療の進歩のおかげ
で、約 6割の患者のがんが完治
しているのよ。

それに、完治していないからといって
治療や入院のためにその人個人の生活
が全部奪われるわけではないでしょ。

がんを治療しつつ、一方では日常の暮らしも
続けるわけだし、そのためには本人が仕事を
続けられる環境も、家族や周囲の理解も、
とても大切ね。

がんについて正しく学んで、
あなたたちもがん患者を
しっかり支えられる人に
なってほしいわ。

めげてる
場合じゃ
ないか…

そうか！

そうかも
しれないわね。
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がんについて学ぼう
PART1　基礎知識編

コラム

小児がん
　15 歳未満の子どもがかかるさまざ

まながんのことをいいます。白血病、

悪性リンパ腫、脳腫瘍など、大人のが

んとは違った種類のがんが多くみられ

ます。小児がんの原因はほとんどわ

かっていません。

AYA 世代のがん
15 歳から 39 歳までの思春期・若年成

人（Adolescent and Young Adult, 

AYA）がかかるがんのことをいいます。

小児に多く発生するがんと、大人に発

生するがん、どちらにもなる可能性が

あります。進学や就職、出産など、人

生におけるさまざまな問題に影響を及

ぼします。

女性のがん
　乳がんや子宮がんは、若い女性が気

をつけなればいけないがんです。子宮

頸がんは 20 代から 40 代でかかる人

が多く、乳がんは 40 歳から増えはじ

め、40 代後半と 60 代後半がピークで

す。

　年齢が上がるほど、がんにかかる確率は高くなります。だからといって、若いうち

はがんにかからないわけではありません。

　小児がん、AYA 世代（思春期･若年成人）のがんなどは、みなさんと同じぐらいの

年齢の人がかかっています。また、女性の場合、男性よりも若くしてがんになる人が

多くいます。
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　私たちの体では、毎日数千億個の細胞が死に、その死んだ細胞を補うために、

細胞分裂をしてつぎつぎと新しい細胞をつくっています。細胞分裂をするとき

には、もとの細胞の設計図である DNA が正確にコピーされ、同じ細胞ができ

上がります。

　このとき、細胞にある DNA（遺伝子）についた傷が原因で、正確なコピー

ができずにミスが起こることがあります。コピーミスを起こした細胞はほとん

どが免疫細胞の攻撃により死にますが、死なずに特殊化し、ずっと分裂をくり

返す細胞ができることがあります。これが「がん細胞」です。

　がん細胞は死ぬこともなく、勝手に体に不必要な増殖をくり返します。や

がて体のさまざまな部分に転移し、正常な細胞に必要な栄養を奪いとってしま

うのです。

がんは
どうしてできる？

先生、がんは
どうやって
できるの？

これが
がん細胞
です。

どんながんも、
最初はたった
1つの細胞から
始まるのよ。

そしてこのがん細胞は、
じつはだれの体でも
毎日生まれています。

体のなかでは、古い細胞は
どんどん死んで、その分だけ新しい細胞
がコピーされて生まれています。
しかし、このときにコピーミスが
起こってエラーのある細胞が生まれ
てしまうことがある。

だからがんは、細胞から成り
立っている全身のどこにでも
できる可能性があって、

発生した場所によって
その性質や治療法が
異なるのです。

食道がん

乳がん

肝臓がん

子宮がん
  （女性）

肺がん

胃がん

すい臓がん

大腸がん

前立腺がん
（男性）

PART1
基礎
知識編

これが
がん細胞ね！
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がんは
予防できるの？

がんの原因は
わからないけれど…

なお、生活習慣に気をつけていても
完全には予防できないのががん。

早いうちにがんを見つけるためには、
がん検診を受けることです。（P12～ 13）

がんの原因
となるのは…

　なぜがんが発生するのか、その原因はわからないことがほとんどです。

　ただし、男性のがんの約 50％、女性のがんの約 30％は、喫煙（たばこ）やお酒の飲みすぎ、

不健康な食事、運動不足、塩分のとりすぎなどが原因となっていることがわかっています。

　細菌やウイルスに感染することによって発生するがんもあります。

がんになるか、ならないかは
運しだいってことですか？

あ、私のお父さん
たばこを吸うんだけ
ど…

たばこはがんだけじゃ
なくさまざまな病気の
原因になるのよ。

たばこを断つことが
家族をがんから守る
ということを、あなた
のお父さんにも知って
ほしいな。

それに、家族や
まわりの人のがんの
原因にもなるわ。

なぜがんになるのかが
まだはっきりとは
わかっていないからね。

だけど、がんに
なりにくくなる
健康習慣は
あるのよ。

1. 禁煙する。

2. バランスのよい食事
　をとる。

3. 飲酒は節度をもって。

5. 適正体重を維持する。4. 適度な運動をする。

PART1
基礎
知識編

ヒトパピローマ
ウイルス
性交渉で感染するウイルスで
子宮頸がんをはじめ、多くのがんや
病気の原因となります。

B型・C型肝炎ウイルス
肝臓にウイルスが感染することで、
肝臓に炎症がおき、肝がんに進行します。

ヘリコバクター・ピロリ
人の胃に生息する細菌で胃がんの原因となります。

塩分のとりすぎ
お酒の飲みすぎ

栄養バランスの
かたよった食事

肥満
運動不足

たばこ
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がんの原因
となるのは…
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　ただし、男性のがんの約 50％、女性のがんの約 30％は、喫煙（たばこ）やお酒の飲みすぎ、

不健康な食事、運動不足、塩分のとりすぎなどが原因となっていることがわかっています。

　細菌やウイルスに感染することによって発生するがんもあります。

がんになるか、ならないかは
運しだいってことですか？

あ、私のお父さん
たばこを吸うんだけ
ど…

たばこはがんだけじゃ
なくさまざまな病気の
原因になるのよ。

たばこを断つことが
家族をがんから守る
ということを、あなた
のお父さんにも知って
ほしいな。

それに、家族や
まわりの人のがんの
原因にもなるわ。

なぜがんになるのかが
まだはっきりとは
わかっていないからね。

だけど、がんに
なりにくくなる
健康習慣は
あるのよ。

1. 禁煙する。

2. バランスのよい食事
　をとる。

3. 飲酒は節度をもって。

5. 適正体重を維持する。4. 適度な運動をする。

PART1
基礎
知識編

ヒトパピローマ
ウイルス
性交渉で感染するウイルスで
子宮頸がんをはじめ、多くのがんや
病気の原因となります。

B型・C型肝炎ウイルス
肝臓にウイルスが感染することで、
肝臓に炎症がおき、肝がんに進行します。

ヘリコバクター・ピロリ
人の胃に生息する細菌で胃がんの原因となります。

塩分のとりすぎ
お酒の飲みすぎ

栄養バランスの
かたよった食事

肥満
運動不足

たばこ
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自分にがんがあるか、
確認する方法は？

完治の決め手は、
がん検診による早期発見

胃がん検診（50歳以上　1～2年に1回）
　内視鏡で胃の表面を調べる「内視鏡検査」（2 年に 1
回）か、造影剤（バリウム）と発泡剤（胃を膨らませる薬）
を飲んでエックス線で胃の形や粘膜を観察する「胃エッ
クス線検査」（1年に1回）が実施されます。

肺がん検診（40歳以上　1年に1回）
　肺全体をエックス線で撮影する「胸部エックス線検査」
と、痰を採取して調べる「喀痰細胞診」を行います。

子宮頸がん検診
（20歳以上　2年に1回）
子宮の入り口の細胞を採取し、調べます。

乳がん検診（40歳以上　2年に1回）
　乳房を圧迫し、平らにして撮影をする「マンモグラフィ」
を行います。マンモグラフィは、乳房専用のエックス線
撮影です。

大腸がん検診（40歳以上　1年に1回）
　便の中に血液が混じっていないかを調べる「便潜血
検査」、つまり検便をします。

がん検診を1～ 2年ごとに受けて早期発見を！

自分ががんになっ
ているか知るには
どうしたらいいで
すか？

気になる症状があれば
病院に行って色々なが
ん検診で調べることが
できるわ。

がん検診は、大人に
なったら 1～2年に
1回は受けたほうが
いいわよ。

もしお父さんや
お母さんが
がんだったら
どうしよう！

検査って
やっぱり大事
ですか？

がん細胞は、10～20 年ほどかけ
てようやくがん検診で発見できる
大きさ（直径 1 ㎝程度）に成長す
るんだけどその後はわずか 1～2
年で 2㎝ほどになり、痛みなどの
自覚症状も現れます。（がん細胞の大
きさは、がんの種類により異なります。）

がんは大きくなるほど
治療が難しくなります。
そうなる前に…

一刻も早く、検査で
がんを見つけることが
大切なんですね！

PART1
基礎
知識編
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コラム

　人には必ず命を終えるときが来ます。それは、あなたのご両親も、あ
なたの友達も、あなた自身も同じこと。原因ががんであれ、他の病気や
事故であれ、いつかは必ず死を迎えます。
　がんが他の病気とくらべて特別なのは、「死と向き合う時間がもてる」
ということではないでしょうか。
　がんと告げられた直後は、たとえ完治できるがんであっても、死を意識
するようになるでしょう。もしかしたら、いきなり死と向き合うことになって、
混乱や悲しみがわくかもしれません。しかしその後は、やり残したことはな
いか、誰かに伝えておきたいことはないかと、人生を振り返ることでしょう。
そこががんの特別なところです。

　大切なのは、いつか終わる、限りある時間のなかで、いかに自分らしく、
満足がいくように生きるのか、まわりの人々とどのように関わっていきたい
のか、そういったことを考え続けることなのです。

がん患者を支える
治療とケア

PART2　治療・ケア編
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もし、
がんだとわかったら？

がんの治療法を知っておこう

がんの治療法は、
自分で決める

　がん治療の 3 つの柱は手術、放射
線治療、薬物（化学）療法です。　
（P18 ～ 19 参照）
　がんがどの臓器に発生するか、どの
くらいの大きさか、ほかの臓器に転移
しているかどうかによって治療方法が
異なります。
　がんを排除するための「体の治療」
と同時に、患者やその家族の不安に
寄り添うこと（緩和ケア。P20 参照）も、
大切な治療のひとつです。

　かつては、がんになったら治療は「医者におまかせ」の時代があり
ました。

　しかし、今は自分で治療法を選ぶ時代です。

　医師の勧める治療法のメリットとデメリットをよく聞いたうえで、とき
には別の医師に意見を求める必要もあるでしょう。2 人目の医師に意
見を聞くことを「セカンドオピニオン」といい、今はセカンドオピニオ
ンを聞くことが主流です。

　がん治療の選択は、命に
関わることなので、納得の
いくよう、情報を十分に集め
て選択してください。

PART2
治療・
ケア編

もし、がんが見つかっ
たら、がんの種類や進
行具合によって治療法
を選びます。

じゃあ、お医者さんが
がん患者を診て治療法
を選んでくれるんです
ね？

患者は、病気の状態、検査結果、治療後
の生活などについて十分な説明を受け、
理解したうえで、どのような医療を受け
るかを選択します。

自分の価値観や、希望する
生き方を考えたうえで自分で
選択することが大切なのよ。 切除手術した方

が安心ですよ。

放射線治療で
経過を見ま
しょう。

そうなのか！

いいえ、選ぶ
のは患者自身
なのよ。

ボクだったら…
難しくて自分じゃ
選べないや。

いくつかの
治療法を組み合
わせることも
あるわ。

手術

薬物（化学）療法

放射線治療
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がんの治療法

がんの治療は人それぞれ

がんを切りとる
「手術」
　がんの手術は、メスでがんと周囲のリンパ腺（全身
へがん細胞が広がるのを防ぐ関所のような場所）を切
りとってしまう治療法です。がん細胞を１つ残らず切り
とれば完全に治るため、治療法としては最も直接的な
方法です。
　しかし、正常な組織も含めて切ることになるので、あ
る程度、臓器や体の機能が落ちることは避けられません。
　最近では、お腹を切らずに、内視鏡とメスを体内に
挿入して手術をする腹腔鏡下手術なども行われるように
なっています。

がんを死滅させる
「放射線治療」 
　体の外から放射線を毎日少しずつあてて、がん細胞の
DNA（細胞をつくる設計図）にキズをつけていくのが
放射線治療の主な方法です。それにより、がん細胞が増
えないようにしたり、細胞が新しい細胞におきかわるとき
に脱落するようにして、がんを消滅させたり、少なくした
りします。
　手術によって体を傷つけることなく治療効果を期待で
きることがメリットですが、がんの種類や場所によって効
きやすさは異なります。
　痛みや熱さなどを感じることはなく、仕事などをしな
がら通院もできます。

　薬物（化学）療法とは、がんの種類に応じて効果がある薬を使う
治療法です。
　全身にがん細胞が広がってしまったら、手術でも、放射線治療でも、
がんを根治させることは難しくなります。この場合、治療の中心は
薬物（化学）療法になります。
　薬物治療にはいくつか種類があり、細胞の増殖を抑え、がん細胞
を破壊する「抗がん剤療法」、がん細胞だけを標的にする分子標的
薬を使った「分子標的治療」、がん細胞の増殖にかかわるホルモン
を調整するホルモン剤を用いた「ホルモン療法」などがあります。
　体に入った薬は、血液とともに全身をめぐって体内のがん細胞を
攻撃します。それぞれのがんの種類に合った薬が選択され、より広
い範囲に治療の効果が及ぶことが期待できます。
　薬物（化学）療法での治療は、多かれ少なかれ副作用（脱毛や
吐き気など）を生じますが、最近では副作用対策も考慮され、新し
いタイプの治療法も次々と開発されています。

　がんと診断されると、はじめはショックを受けるかもしれません。しかし、がんにかかっていても、
治療を受けながら、毎日を生き生きと過ごしている人がたくさんいます。
　これからどんな生活を送りたいか、どんなことをしてみたいか、自分らしく生きるための「生
活の質」（QOL：クオリティオブライフ）を重視しながら、納得のいく方法を選んでください。

全身のがん細胞をたたく
「薬物（化学）療法」 

　かかりつけの医師の意見やセカンドオピニオンを聞いても決められない場
合は、がんの相談窓口である「がん相談支援センター」に相談することがで
きます。がん相談支援センターは、全国のがん診療の拠点病院などにあります。
わからないことや不安なことを、無料で相談することができます。

それでも迷うときは がん相談支援センター へ
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　がんにともなって起こる「痛み」をやわらげるための支援が「緩和ケア」です。
　緩和ケアは、体の治療と同時に、早期から行われます。

がんの診断を受けた人やその家族は
さまざまな不安を感じています

がんのつらさをやわらげる
緩和ケア

医師

リハビリ専門職

管理栄養士

看護師

薬剤師

ソーシャル
ワーカーカウンセラー

治療法を選択するときに
情報を提供する

あなたらしさを
とりもどす

痛みをとりのぞく

（それぞれの職種について、詳細はP28 ～ 29 参照）

PART2
治療・
ケア編

緩和ケアは、
専門家がチームとなって行います。

心と体の痛みに対する 緩和ケア

がんに対する 治療

がんに対する治療と並行して緩和ケアを行い、状況に合わせて割合を変えていきます。

体の痛み 心の痛み

患者さんの不安や悩みに
耳を傾け、前向きに人生に向き合う

お手伝いをします。

患者さんの痛みを
薬でやわらげ、その人らしい生活を

送れるようにします。

がんの経過

経済面での
不安をとりのぞくための

方法を探す

がん患者の多くは、
体の激しい痛みを経験
することがあります。

体の痛みだけじゃなく
「心の痛み」もある
わよね。

将来への
不安とか…

お金の
心配とか…

そんな不安や悩みを相談できる
専門家がいてくれたら、患者も前
　　　　　　　　　向きに治療を
　　　　　　　　　進めていける
　　　　　　　　　でしょう？

激痛によって体力や
生きる気力さえも奪われて
しまうのよ。

その痛みを
やわらげるのが
“緩和ケア”
なんだね。

“緩和ケア”は、患者さんの苦痛を
できるだけ早い時期からやわらげ、
本人と家族のQOL（生活の質）を
保つための手段なのよ。

たしかに、私たち
　歯が痛いだけで
　　何も手につかなく
　　　　なるけど…

痛みがとれたら
またいろいろ
やる気が出る
もんね。
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がんとともに生きる

　かつては痛みをがまんし、「がんを治す」ことを目指すのが主流でし
た。しかし今は、痛みをやわらげ、その人らしい生活を送ることを重視
するようになっています。

がんと闘病している間も
大切な人生の一部です

どちらも大切なこと

がん患者の
生活

治す

癒す

　がんにかかっても、治療をしながら仕事やこれまでと同じような生活
を続けることができるようになりました。

　しかし、患者個人の努力だけでは、解決できな
い問題もあります。
　たとえば、仕事と治療を両立させるためには、職場の理解が必要で
す。職場に理解がない場合は、仕事をやめざるを得ません。そうなる
とお金が稼げず、生活ができません。
　がん患者や家族を支える仕組み（仕事をしながら治療を続ける両立
支援など）が徐々に整備されつつあるとはいえ、まだまだ十分ではあ
りません。私たちみんなががんについて正しく理解し、お互いを助け
合える社会をつくっていくことが大切です。

がん患者の生活って
どんなイメージかな？

大変な病気だから長い間
入院しなきゃ
いけない…？

家にいても疲れやすくて
いつも寝ている感じ…？

検査でがんが
見つかったとしても、
すぐに入院したり
寝込んだりするとは
限らないわ。

だからね、職場も周囲の人たちも
がんについて正しく理解し、
積極的に支えていく意識を
もつことが重要なのよ。

よし！ボクも
社会人になったら
がん患者をしっかり
支えるぞ！

あら、社会人に
なる前だって
やれることは
ありそうよ。

治療をしながら
仕事をしたり、これまで
どおりの生活を続けてい
る人が、じつは
　ほとんどなのよ。

治療しながら
仕事…

でもやっぱり
大変そう…
通院時間とか
体調管理とか…

PART2
治療・
ケア編

まわりの理解があるから、
仕事が続けられる！

立ち仕事はお願いしない
ことにしよう。

手術後の病状は？
今は

体調がよさそうだ。
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　がんの告知を受けると、多くの人はショックを受けたり、ストレスを
感じたりします。
　何かの間違いであってほしい、これからどうなるのか、何が悪かっ
たのだろうか、と思いつめてしまう場合もあります。食欲がなくなったり、
眠れなくなることもあります。

　こうした変化は、身近な人にとまどいを与えることも
少なくありません。
　
　がんとわかった後、どのように接してほしいかは、人それぞれです。
がんのことを話題にしてほしい人もいれば、そうでない人もいます。

　身近な人にできることは、コミュニケーションをよくとっ
て、気づかったり、温かく見守ることです。

自分にできることは
なんだろう？

がん患者への
接し方

あなたならどのように
がん患者を支援しますか？
●介護が必要な人、病気の人を　　
支える福祉の専門職図鑑は　　　
　　　P28・29

●介護福祉士、ケアマネジャーの　
先輩のインタビューは

　　　　P30～33

もし、家族や知り合
いががんだとわかっ
たら、すごく気を使
うだろうな。

だけど気の使われ
すぎは本人はイヤ
よね、きっと。

どんなふうに
接してほしいかは
人によっても
体調によっても
違うよね。

私たちにも
できる、接し方の
コツってあるん
ですか？

がんの告知を受けたら
その人はこんなふうに
心が変化していくと
いわれています。

でも、どんな心の状態で
あっても、その人はその人。
人が変わってしまうわけでは
ありませんよ。

患者さんと接する機会があったときは
相手の気持ちを想像しながら
声かけやお世話をするように
心がけてくださいね。

はい！

わかり
ました！

PART2
治療・
ケア編

これまで通りに接してほしいな

がんについて正しく知ってほしい
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どこで、どんなふうに
治療を続ける？
　がんが見つかったあと、どこでどんなふうに暮らしていけばいいのでしょうか？　本人の体の具合

や希望を聞きながら、ふさわしい場所を選びます。医師、看護師、介護福祉士などの専門職が、療

養生活をサポートしてくれます。

住み慣れた自宅で療養
　医師や看護師などが自宅を訪問して、体調を

チェックしてくれます。がんの痛みがある場合も、

痛みをやわらげる処置をしてくれます。

老人ホームなどの施設で療養　

 　体調や、介護が必要かどうか、予算、立地などで選びます。家族が自宅で介護できな

いときなどに便利です。

　特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）、有料老人ホームなど、

さまざまな種類があります。

その他　ホスピスなどで療養
　がんの治療が難しい人や、治療を望まない人が利用します。痛みを取り除く緩和ケア

を受けながら、最期の時間を過ごすことができます。

　病院のなかの「緩和ケア病棟」、病院が運営するホスピス、自宅でのホスピスなどが

あります。自宅での療養を
支えてくれる専門職

動作などの手助け〈介護福祉士〉

仕事と治療の両立　　

　がん治療により健康をとりもどす人が昔より

も多く、入院日数も減ってきていることから、

これまでと変わらず仕事をしながら、同時に治

療を進める人が増えてきています。

食事･栄養の相談〈管理栄養士〉
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福祉の専門職図鑑 がんをはじめとするさまざまな病気にかかったり、体に障がいが出た人たちを支えるのが介護や福祉の専門職で
す。資格をもっていると、専門的な知識が身につくだけでなく、就職やキャリアアップにも有利になります。資
格がなくても介護の仕事にたずさわることはできます。

介護福祉士

介護支援専門員（ケアマネ、ケアマネジャー）

社会福祉士

精神保健福祉士

生活相談員

訪問介護員（ホームヘルパー）

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

管理栄養士

　身体介護や生活援助などを行う介護福祉の専門職です。
福祉系三大資格の一つといわれています（他は社会福祉士、
精神保健福祉士）。日常生活を営むのに困難があり、支援が
必要な高齢者や障がい者に介護サービスを提供します。また、
家族など周囲の介護者から介護に関して相談を受けたり、ア
ドバイスを行います。

　介護保険法に位置づけられた介護支援サービスを行う専門
職です。解決すべき課題を明確にしつつ、居宅サービスプラ
ン（ケアプラン）を作成し、介護保険の利用者が事業者など
から適切なサービスを受けられるように支援します。きちんと
サービスが行われているかなどのチェックも行います。

　相談援助の専門職です。職場によって職名が異なり、福
祉施設では生活相談員や指導員、福祉事務所ではケースワー
カー、地域包括支援センターでは職員として働いています。
日常生活を営むのに困難のある人に対して、福祉や医療の相
談に応じます。

　ＰＳＷ（Psychiatric Social Worker）とも呼ばれます。精
神保健の専門家として、精神障がいの医療を受けている人に
対して、相談に応じたり、アドバイスや教育、訓練などを行い
ます。

　生活相談員は資格の名称ではなく、職種の名前です。特
別養護老人ホームや通所介護事業所などにおいて、サービス
の利用希望者が施設で受け入れられるかチェックしたり、利
用者や家族の相談や支援をはじめ、事業所全体のマネジメン
トや管理など、さまざまな活動を行います。生活相談員にな
るには社会福祉士などの資格が必要です。

　介護保険法に位置づけられた訪問介護サービスを行う人で、
ホームヘルパーとも呼ばれます。講習を受けた人に与えられ
る認定で、都道府県知事の指定する「介護職員初任者研修」
もしくは「実務者研修」の課程を修了すると資格が与えられ
ます。訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対
応型訪問介護に従事する際の必須資格です。

　リハビリテーションの専門職です。ＰＴ（Physical Therapist）
とも呼ばれます。
　立つ・座る・歩くなどの基本動作を行う能力の回復や機能の
維持、悪化予防を目的に運動療法や物理療法を行い、利用者
が自立した生活を送れるように支援します。

　リハビリテーションの専門職です。ＯＴ（Occupational 
Therapist）とも呼ばれます。
　日常生活を送るうえで必要な能力を回復・改善することを目
的に作業療法を行います。具体的には、主に手工芸や園芸、調
理、レクリエーションなどの作業活動を通して治療などの支援を
します。

　リハビリテーションの専門職です。ＳＴ（Speech-Language-
Hearing Therapist）とも呼ばれます。
　言葉や発声、聴覚の障がいがある人に対して、その機能回
復・維持のための訓練や必要な検査や助言などの支援をしま
す。また加齢により飲食物を飲み込む能力が衰えた人に対して、
機能回復・維持の訓練を行います。

　療養や健康の保持増進のための栄養指導などの支援をし
ます。また施設などの特定多数の利用者のために給食の献立
作成や栄養管理などを行います。

☆『介護支援専門員基本テキスト』（長寿社会開発センター刊）などをもとに作成しています。
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あなたがこの仕事を選んだ
きっかけは？

仁藤さん　小学生のころ大きな病気をしたときに、看
護師や介護士の方に支えていただきました。それから、
職場体験をとおして介護福祉士という職業があること
を知り、この仕事を目指しました。
木村さん　小さいときからお年寄りが好きで、介護の
仕事に興味をもっていました。母ががんにかかり要介
護５ になってしまったのですが、自分が介護の仕事
に就くことで、自分も介護のことが学べるし、学んだ
ことを母にしてあげることもできるので、介護の仕事
を選びました。

現 場 で 働 く 介 護 職 イ ン タ ビ ュ ー

先輩教えて！介護のお仕事

介護福祉士（10年目）
仁藤綾香さん

介護士（２年目）
木村詩穂乃さん　

ケアマネジャー（６年目）
砂川かおりさん

職種についてのくわしい内容は 28ページへ

介護施設で、がん患者をはじめ、さまざまな人の人生に関わってきた先輩たち。
人生の大切な部分にたずさわることができるのが、仕事の醍醐味だともおっしゃいます。

介護の仕事の魅力に迫ってみましょう。

砂川さん　私は介護の現場を８年経験して、ケアマネ
ジャーの受験資格が得られたので、ケアマネジャーの
お仕事にチャレンジしました。介護の現場では、３年
間経験を積めば介護福祉士の受験資格が得られます
し、専門学校などに行くお金がなくても、働いて経験
を積みながら資格をとることができるのが魅力です。

お仕事のやりがいは
どんなことですか？

仁藤さん　介護は、人の人生に深く関わることができ
る仕事で、それぞれの利用者様によって関わり方が異
なり、正解がありません。私くらいの年齢だと、孫や

ひ孫のような存在としてみていただけて、自分にしか
できないことがあるなと、毎日やりがいや面白みを感
じています。
木村さん　利用者様の笑顔をみることができたときに
やりがいを感じます。認知症の影響などで、イライラ
していらっしゃる方が笑顔になってくれるとうれしい
です。
砂川さん　ケアプランをつくるときは、個人に合った
目標を立てるようにしていて、私がつくったプランで
介護度が軽くなったときはやりがいを感じます。どの
ようなことが日常生活で問題となっているのかを普段
の会話から聞きとるようにし、靴下がはけなければ、
はけるように、生活がしやすくなるようなリハビリを
してもらいます。
　ケアマネジャーは、ご本人やご家族、医師などみん
なの思いをつなぎます。チームで動くときのモチベー
ションづくりや、ケア内容の統一なども大切な役割で
すね。

介護をするうえで
気をつけていることは？

仁藤さん　私は介護リーダーとして、後輩や仲間が安
心して働けるような環境づくりを大切にしたいと考え
ています。自分の意見をいえなくなることはよくない
と思っていて、人を大切に思う仕事だからこそ、自分
を大切にしてほしいし、楽しんで仕事をすることが利
用者様の暮らしにもよい影響を与えると思っていま
す。
木村さん　人対人のお仕事なので、相手の気持ちを考
えて言葉を選ぶようにしています。病気であっても、
認知症であっても、敬いの気持ちをもって対応するよ
うに心がけています。
砂川さん　付かず離れずという距離感を大切にしてい
ます。話が盛り上がって距離が近づくこともあるけれ
ど、なれ合いの関係にならないよう、適度な距離を保
つようにしています。話し方や口調を変えたりして、
相手のペースに合わせるように気をつけています。
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がん患者さんへは、
どのように対応していますか？
木村さん　食べたくない、動きたくないといわれたと
きに、一般の利用者様の場合はお声がけしてできるだ
け食べてもらうようにしていますが、がん患者さんの
場合は、体調を確認して、無理せず好きなように過ご
していただくようにしています。
仁藤さん　がん患者さんだからということで特別に意
識したことはありませんが、余命を宣告された方の場
合には、ご本人やご家族の意向を優先し、ご本人がど
のように過ごしたいかを大切にしたいと思っていま
す。
砂川さん　日常生活を送るうえでの接し方は他の方と
変えていません。様子をみていて、日常動作のレベル
が落ちてきているようなら、看護師や医師と相談しな

資格について
　介護の仕事に興味をもったら資格をとることを
おすすめします。未経験だと、わからないことだ
らけで不安になりますが、資格をとれば基礎知識
が学べます。
　私は介護職員初任者研修の資格を取得して、お
仕事をはじめました。（木村さん）

こんなところで働いています！
高齢者向け住宅をはじめ、ホテルや学生寮などさまざまな事業を展開する企業です。

これから社会に出る後輩たちに
メッセージをお願いします！

がら、プランの変更を考えます。食堂に来るのが難し
い場合は、部屋で食事をとってもらったり、　食事の
内容を厨房スタッフと相談したりします。発声が難し
くなってきたときは、首を振って返事ができる会話内
容にするなど、最後までお世話をできるように、ご希
望をかなえられるように工夫しています。

　私はつい２年前に介護のお仕事を始めました。人に身近に接するお仕事
ということで、中学生くらいから興味はありました。でも、自分にできる
仕事なのか、なかなか決意できなかったのですが、実際にやってみると、
先輩にも助けてもらって、思っていたよりも「こわくない」と感じました。
もし興味があるなら、チャレンジしてほしいと思います。

　日本はこれからも超高齢社会が続
くので、介護はとても将来性のある
分野だと思います。現場に入って介
護の仕事をしてもいいし、施設の運
営側を担うのもいいと思います。介
護だけでなく、リハビリや看護など、
人の支えになる仕事には、さまざま
な職種があります。

　私が介護の仕事を目指したのは中学生のときでした。
それまでは介護の仕事自体を知らなかったし、これほど
人の一生に関わる、壮大な仕事内容を思い描けていませ
んでした。
　学生のときに障がい者を支援するボランティアをした
のですが、相手が何を望んでいるのか、自分だったらど
のように対応して欲しいかなど、その年齢でしかできな
い想像を体験し、介護の仕事に興味をもつきっかけとな
りました。
　みなさんも、いろいろな人と関わりながら、介護に興
味をもってほしいと思います。さまざまな職場体験も用
意されていると思うので、ぜひ参加してみてください。
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