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家政士の方・家政士をめざす方・家政婦（夫）の方へ
『ほほえみ』で元気をお贈りします

FACE to FACE 私たちの家政婦（夫）さん
（株）ケアフレンドモリタ
楽しく読んで学べるコラム
入浴の介助について
家電のプロのアドバイス



　千葉県千葉市で創業90有余年の老舗の家政
婦紹介事業と訪問介護事業を展開。家政婦紹介
は訪問介護で対応できないところを補完するだけ
でなく求人者が主人公として自らの生活を成り立
たたせ、更に人生の質の向上が出来るようにお手
伝いいたします。
　代表の奥村さんは、「家政士検定試験の無料サ
ポートをしており、これまで30数名が受けられ
て20名程の合格者をだしております。これらの
サポートによりスタッフとの円滑な関係も築けて
います。また2008年からモリタニュースを発行
し積極的に情報を発信しています。」とお話しく
ださいました。

できるだけ長く住み慣れた在宅での
生活をサポート

シリーズ「FACE to FACE 私たちの家政婦（夫）さん」では、
「家政士検定試験」にチャレンジした方•される方を全国に
お訪ねして、あんな話・こんな話をおうかがいします。

▲ 検定試験の受験されたみなさんと奥村直樹代表（下段の中央男性）

㈱ケアフレンドモリタ
〒260-0012
千葉県千葉市中央区本町3-2-14
TEL 043-222-1059
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猪狩ことさん

　父の介護をしている時に
介護の仕方がわからず近所
の福祉学校の介護講座を３
か月ほど受けヘルパーの資
格を取得。まもなく父がな
くなったので資格を活かそ
うと「ケアフレンドモリタ」
の求人に応募しました。今
年でちょうど10年目にな
ります。掃除、洗濯、食事
の支度などが多く、週６日
ほど働いております。
　嬉しかったエピソード
は、中学生のお嬢さんがい
るお宅のお母さんから、「最
近、娘の勉強のモチベー
ションが高くなり、理由を
聞いたところ、たくさん勉
強をしてお金持ちになって

猪狩さんみたいな家政婦さ
んに毎日来てもらえるよう
になりたい！」とのこと。
今後も出来るだけ長く続け
て、娘さんの成長を楽しみ
にお仕事をしていきたいと
思いました。
　「家政士」試験を受けた
時は、独特の緊張感があ
り実技の時には頭が真っ白
になりました。これから受
ける方は、試験前にはまわ
りの方と話しなどをしてリ
ラックスした状態で受けて
ほしい。試験勉強をしてみ
て、あらためて体系的に学
べたので、実際の仕事にも
役立っております。
　健康と体力には自信があ

り、今まで一度も休んだこ
とがないのが自慢です。新
型コロナの状況が続いてお
りますので、今後も感染対
策などに気をつけて健康で
長くお仕事を続けていきた
いです。

「家政士」試験にはリラックスして挑んで

▲ 過去の検定試験を受験されたみなさん、紹介先の障害施設の理事長も受験されている
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❷お客様の身体状況を確認
　入浴するときに気をつけることのほ
か、入浴をさせてはいけない状態などを
看護師などに確認しておき、指示に従い
ます。なかでも心疾患のあるお客様の入
浴には注意が必要です。
　お客様の顔色、体温、脈拍、呼吸、血
圧の状態を確認し、具合の悪いところは
ないか配慮して、特に異常や問題がなけ
れば入浴してもらいます。
　入浴が難しい場合には、清拭をすすめ
るのも効果的です。

知って
おきたい 入浴の介助について

◆入浴の作用と効能
　入浴は身体を清潔にすることが目的で
すが、入浴の三大作用として①温熱作用、
②静水圧作用、③浮力作用がります。
入浴の効能は①身体を清潔に保つ、②末
梢神経を刺激して血行をよくし、筋肉を
ほぐす、③心身をいやし、リラックスさ
せる、④食欲の増進を促す、⑤心身の異
常を早期に発見する等あります。

◆入浴の可否判断
❶お客様の意向を確認
　入浴をいやがるお客様の場合、拒否す
る本当の理由は何かを探ることが重要で
す。そのうえで入浴をすすめるようにし
ましょう。

入浴の準備

　入浴介助は三大介護の一つです。高齢者にとってお風呂に入ることは何よりも楽しみ
です。満足してもらえる介助を心がけましょう。

◆ 入浴の準備を行う際の注意点◆

① 排泄をすませておく。
② 脱衣所と浴室を温かくしておく（24℃
前後）。冬は日中の温かい時間帯に入浴
するのも一つの方法。

③ お湯の温度は 40℃前後にしておく。お
湯の温度を確認するときは、家政婦（夫）
の手で確認してからお客様に確認して
もらう。

④ 浴槽のお湯の量は、浴槽に入ったとき
にお客様の胸の高さくらいを目安とす
る。
⑤ 血圧の高いお客様の場合は、降圧剤服
用直後は入浴を控え、お湯の温度はぬ
るめ（37～ 39℃）にする。
⑥ 石けん、シャンプー、タオルなど入浴
に必要な物を確認する。
⑦ バスボードやシャワーチェアなど、入
浴の補助用具を準備する。
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入浴の介助の実際
◆ 具体的な介助の仕方
❶浴槽に入るとき
　浴室に入ったら、お客様にシャワーチェ
アに座ってもらい、お湯の温度を家政婦
（夫）自身の手で確認してから、足下→下半
身→陰部→全身の順にかけ湯をします。
　身体の状態に合わせて、バスボードや
手すりを利用して浴槽に入ってもらい、
５分ほど温まってもらいます。入浴中は
お客様の顔色を確認しながら、見守りと
声かけを必ずしましょう。
　片麻痺があるお客様を介助する場合、
浴室に入るまで家政婦（夫）はお客様の
麻痺側に立って支え、浴槽に入るときは
バスボードに腰かけてもらい、上半身を
支えながらゆっくりとバスボードから浴
槽に入ってもらうように介助します。
❷髪を洗うとき
　シャワーの温度は家政婦（夫）自身の
手で必ず確認します。
　髪を洗うときは、指の腹で頭皮をもむ
ように洗います。皮膚に疾患がある場合
は、シャンプーを使わないようにします。

❸身体を洗うとき
　身体を洗うときは、お客様の習慣を尊
重しつつ、基本として上半身から下半身
の順に洗い、背中や前部は中心部（心臓）
に向かって洗います。
　リハビリテーションにもつながるの
で、できるだけ自分で洗うようにすすめ、
できるところは見守り、できないところ
は介助します。
　お尻などが洗いにくそうであれば、お
客様に手すり、あるいは家政婦（夫）の
腕をつかんでもらうことにより、前傾姿
勢をとってもらい、洗って流します。
❹足浴を行うとき
　足浴は、足を温めることで身体が温ま
り、リラックスした状態になり、安眠を
もたらします。また、血液循環の悪い人に
とっては、汚れを取るだけなく、足の裏が
刺激されて循環を促す効果もあります。
　お湯の温度はぬるめ（37 ～ 39℃）に
し、家政婦（夫）はお客様のかかとを支え、
石けんをつけて足を洗います。指の間や
足底はよく洗います。

◆ 入浴の介助を行う際の注意点◆

① 声かけをしながら、お客様を浴室に安
全に誘導する。
② ADL（日常生活動作）が比較的自立し
ているお客様の場合は、見守りと声か
けを行うことで安全に心がける。
③ 浴槽に入っている時間（お湯につかっ
ている時間）をチェックし、お客様の
体調の変化に気を配る（入浴時間は 15
分程度、浴槽に入る時間５分程度を目
安とする）。

④ 浴室での転倒防止のため、すべり止め
の工夫をする。また、浴槽でおぼれな
いよう、浴槽内での姿勢には常に注意
を払う。
⑤ お客様の羞恥心に配慮するため、身体
を洗う場合は膝にタオルをかける。
⑥ お客様の体調が変化したり、気分が悪
くなったりしたときはすぐ入浴を中止
して、看護師などに連絡する。
⑦ お客様の全身状態などを観察し、必要
に応じて記録をとり、主治医、看護師
などに連絡・相談を行う。
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家政士検定試験

合格者の声
　紹介所から勧められ受
験を決意。勉強の期間は
実質 2 か月、養成テキス
トを毎日読み、休みの日
も受験勉強についやしま
した。試験前講習会も参
加したので自信をもって
臨めたのは良かったです。
学科試験はまあまあで手
ごたえもあり、実技試験
は緊張しながらも普段の

　知識の少ない私が家政
婦という仕事をする事に
なりました。手さぐりの
中での仕事。そんな時に
所長から「家政士」検定
試験の誘いがありました。
迷いましたが、何事にも
チャレンジが大事。その
後時間が少しでも空くと
養成テキスト４冊を使って
勉強しました。大忙しの

通りにできました。合格
通知を受けて盆と正月が
一度に来たようでした。
なによりご利用者が合格
を喜んでくれたのがとて
も嬉しかったです。「家
政士」となり仕事の一つ
一つを意識するようにな
り、自分への励みにも
なっています。

毎日でした。試験会場で
は緊張のあまりに体が震
えて来ました。それは貴
重な体験でした。「家政
士」に合格が出来た事で、
知識も身につき、自分に
対しての自信がつきまし
た。家政士としての誇り
を持って今まで以上に仕
事を頑張って行きたいと
思います。

東京都  上原美穂さん

大阪府  鳥羽明美さん

「家政士」という
自信を得た！

検定試験は貴重な
体験でした！
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ますのでご使用いただくのが好ましいで
す。こちらはフィルターにも使えます。ス
チーム式の場合カルキがたまる場合があり
ますので、ポット用の洗浄剤を使用すると
良いです。蒸気の出るダクトの掃除には綿
棒できれいにするのが一番です。どのタイ
プの加湿器にも言えますがタンクの中は常
にきれいにしておいてください。こちらは
食器用の洗剤で洗
っても大丈夫です。
気が付いた時に残っ
ている古い水は新し
い水に交換してくだ
さい。

最後に
　最近ですと取り扱い説明書が同梱され
てなくウェブで見る場合がありますが、
この場合お店やメーカーから説明書をお
取り寄せすることも出来ます。加湿器の
置く位置は、基本は部屋の中央の壁際に
置いてください。スチーム式はエアコン
の下に置くと効果的です。
　購入の際はご希望やご要望を言ってい
ただいた方がアドバイスをしやすいで
す。遠慮せずにご質問などお気軽にお話
しください。

加湿器の賢い選び方やお手入れの方法
　家電のプロによる加湿器の賢い選び方やお手入れの方法な
どをお話しいただきました。
　冬が近づき空気が乾燥すると肌や粘膜を覆っているバリア
機能が弱くなります。お肌のケアだけではなく、風邪やインフ
ルエンザ・感染症対策としても加湿器をご活用ください。

4種類の方式
　スチーム式、気化式、ハイブリッド式、
超音波式があります。最近人気なのは、
ハイブリッド式、理由は電気代が安くす
み湿度調整が出来ます。マイナス点は高
額で大きいところです。気化式も湿度調
整が出来ます。熱くならず安全ですが運
転音がします。スチーム式は加湿量が多
いので寝室向きです。電気代がかかるの
と加熱によるヤケドに注意が必要です。
超音波式は省エネで静音ですが、水タン
クのお手入れが必要となります。スチー
ム式と超音波式は湿度が上がりすぎるの
が難点です。誌面に限りがありますので
詳しくは店頭でご質問ください。

お手入れの方法
　フィルターの掃除方法のポイント。フ
ィルターを洗剤で洗うとすすいでも洗剤
が残ってしまいカビが生えてきますので
洗剤や石鹸を使わない方が良いです。最
初に掃除機でほこりを吸ってぬるま湯に
つけておいてもむと汚れが出てきます。
そしてしっかり乾燥します。
　長期間使わなかった場合にトレイにカ
ビが生える場合あります。その時は洗剤
は使わずに、加湿器専用の洗浄剤があり

家電のプロのアドバイス

蒸気の出るダクト部分、
綿棒で掃除する

ビックカメラ有楽町店　
家電コーナー担当　内田悠斗氏
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