
 橋本みさおさんのトリセツ （下） 
 
 「夜勤のながれ」に書かれている「ごはん、

お菓子、お風呂」は、介護に携わる学生さん

のためのものです。学生を社会人に育てよう

という、みさおさんの教育方針が明確です。 
 『ケアの統一 ~末期 ALS「橋本みさお」
のトリセツ~』の後半。 
 淑徳大学総合福祉学部の教員・山下幸子さ

んによるインタビューは圧巻です。ぜひお読

み下さい。自分が自由でありたいから、自分

が楽ちんに生きたいから、介護者を大事にす

る。みさおさんのその心意気に乾杯！！ 
 

 

1日の大まかな流れ 

10：00 日勤開始、日勤者と夜勤者で引き継ぎ、夜勤終了 
    訪看① 
11：30 訪看② 
12：00 お昼 
    みさおさん：トマト J＋すっぽん＋栄養ドリンク（ミオ、エスカップ、

リポ D等）、もしくはエレンタール→みさおさんに確認 
13：30 訪看③ 
15：00 みさおさん：エレンタール 
16：00 訪看④ 
17：00 夜勤開始、日勤者と夜勤者で引き継ぎ、日勤終了 
    洗濯物取り込む、ごはんの支度 
18：00 夕飯 
    みさおさん：エレンタール→くすり 
    ぽんちゃんと夜勤者は一緒にごはん 
20：00 煮沸 
21：00 お茶 
    みさおさん：味噌汁＋ミルク＋ヨード卵 l 
    ぽんちゃん：ミルク→布団しく 
23：00 おふろ 



00：00 みさおさん：ポカリ 
00：30 みさおさん：眠剤 
01：00 向き 
03：30 カフ 
06：00 カフ 
08：00 みさおさん：エレンタール＋湯 3００ml→くすり 
    ぽんちゃん：ごはん 
    洗濯機回す、ごはん、携帯などメールチェック、ゴミ集め、ノート記入 
10：00 日勤開始、日勤者と夜勤者で引き継ぎ、夜勤終了 
 
※みさおさんが飲むもの、量は都度確認しましょう。 
 

夜勤の流れ 

家に着いたら 
・403呼び出し 「はーい」「○○です」 
・ポストチェック 左に０、０、右に５ チラシは箱に 
 
家に入ったら 
・荷物置いて手洗い、うがい 
・身だしなみのチェック 
 爪は切ってあるか 
 髪は結んであるか 
 動きやすい格好か、必要なら着替える 
 指輪・ブレスレット・時計などを外す 
・みさおさんにあいさつ 
・呼吸器まわりのチェック 
 Chargeが動いているか and  AC電源になっているか 
 ウォータートラップに水が溜まっていたら捨てる  
 加湿器の水が少なかったら足す  
 吸引ビンを見て吸引物が半分以上なら仕事の合間に、少なければ夜捨てる 
・日勤から引き継ぎ、連絡ノートのチェック 
 
夜勤 
17：00 
・洗濯物を取り込む 乾いていなければ和室で扇風機回してしっかり乾かす。 
・冷蔵庫のチェック 
 最低限必要なミルク、ヨード、卵、ベーコン、レタス、きゅうり、トマト、食

パンが足りなければ、みさおさんに確認し、日勤さんに残ってもらい、急いで

前のスーパーで買い物 



・郵便物を見せる、開けるか後で開けるか聞く 
・ごはんの用意 
① ごはんを炊く：白米が冷凍庫にも炊飯器にもないときは、みさおさんに何
合炊くか確認して早炊き（大体２合）、味噌汁、サラダ 

 ②おかずの用意：調理日の早いものから大量にいただく。４～５日で完食する。 
自分たちのごはんは 17：55くらいからテーブルに並べ始める。 
 

17：50 
・みさおさんに何か流すか確認（エレンタール、カロメ、味噌汁など） 
 
17：55 
・夜勤者のごはんをテーブルに並べる 
・ポンのごはん用意 
 ドライ＋パウダー＋薬などなどをスプーンでよく混ぜる 
  床に置いて「まて」 ヘアバンドをつける 
 
18：00 
・みさおさんの方を向いて「いただきます」 
・ポンに「よし」 
・ごはんをいただく(早く食べる) 
 頻繁にみさおさんの方を見て様子をチェック 
 口元のティッシュ交換 etc 
・みさおさんの方を向き手を合わせて「ごちそうさまでした」 
・流し終わっていたらくすりを確認、流す 
・食器等の片づけ、皿洗い 
 
終わり次第・空いた時間 
・洗濯物をたたむ 
 清拭用(白無地、水色、ピンクのフェイスタオル)：半分→半分→丸める 
    (白の無地のハンドタオル)：半分→丸める 
 下用(下用とかかれているフェイスタオル)：半分→半分→半分 
 ハンドタオル：半分→半分 
ミニタオル：半分→半分 
手拭きタオル(フェイスタオル)：半分→三つ折り→半分⇒洗面所 
夜勤者用バスタオル(白の無地)：半分→半分→三つ折り⇒和室押し入れの引 
                             き出し 
夜勤者用枕カバー(スヌ以外)：適当な大きさで⇒夜勤バスタオルと一緒 
みさおさんのバスタオル(スヌ)：半分→半分→三つ折り⇒和室押し入れの引 
                             き出し 
みさおさんの枕カバー(スヌ)：適当な大きさで⇒上と一緒 



ふきん・台ふきん：半分→半分⇒台所 
みさおさんの服：丁寧にたたむ 

・和室はコロコロ、それ以外はクイックルワイパーで掃除 
・キッチン、お風呂、トイレの掃除、引き出しや棚の整理整頓 
・吸引ビンが溜まっていたら洗う 
・洗濯物が多かったら回す 
・ないものチェック 
 エタノール、ヘキザック、注射用水、吸引チューブ、綿ばん、人工鼻、 
      シリンジ、ガーゼ 

・冷蔵庫 賞味期限と、ミルク、ヨード、卵、パン、ベーコン、バター、

レタス、トマト、キュウリ、トマト J、ポカリ、ドレッシング、みそ
の在庫確認 

・トイレ （トレペ、トイレクイックル、シャット、芳香剤） 
 ・洗面所（クイックルワイパー、シャンプー、ミューズ、ボディーソー 
        プ） 
 ・キッチン（三角コーナーネット、ラップ、アルミホイル、洗剤、ジッ 
        プロック、ハイタ―、スポンジ） 

 ・和室 （コロコロ、ファブリーズ系、クリネックス、オムツ、パッド、 
                 ポンシート LL/4L、保湿ティッシュ） 
 ・玄関倉庫（天然水 2ℓ、カロメ、ポカリ 1.5ℓ、水 350ℓ、すっぽん、ト 
                   マト J、ミオ、エスカップ、リポ D、アリナミン、お茶） 

（ごみ袋、レジ袋、尿器、シャワーボトル、清拭剤） 
 

・「足押しますか？」と聞いてみたり。 
※いろいろなことをしつつ、頻繁に、みさおさんの様子や顔をチェック 
 →口元のティッシュ、カフ、気管、トイレ、保冷剤 etc 
※コールで呼ばれたら中断してすぐに行く 
※メールや電話が鳴ったらすぐに行って対応 
 
20：00 
・煮沸（別紙参照） 

 
21：00 
・「ミルク」→ぽんにミルク 25ｍｌ。ミルク後は夜勤者布団で寝る時間なので夜
勤者布団敷く。 
・みさおさんに「お茶」と言われたら、自分たちのお茶を用意。 
・みさおさんに何か流すか確認。「今何時で、〇時に何を〇〇ｍｌ流したけど、

何か流しますか？」などと聞く。 
・お菓子は賞味期限の近い物から確認して頂く。冷蔵庫にある場合もあり。 
  



22:00 
・21:00に流してなかったら、流すか聞く。 
 
23:00～0:00くらい 
・みさおさんに「お風呂」と言われたら「お風呂いただきます」と言ってからい

ただく。15分で全て終わるように！！ 
・一人夜勤のときは、お風呂前に口元のティッシュをかえたり気管しなくて大丈

夫か確認するといいよ。 
・上がったら「お風呂ありがとうございました」と言ってケアに戻る。 
 
0:00ぐらい 
・眠剤前に確認して、こぶ茶など流す。流し終わったら「眠剤流しますか？」と

聞く。 
・みさおさんが薬の名前をいう。だいだいタケ、マイスリー、ルプラック、セル、

ハル、レンドルミン 
 ふつうの薬と同じであるが、眠剤のときだけ 20ｍｌで湯が 30、30。 
 
1:00前後 寝る前（ベッド横に貼ってある紙を参考に） 
① 顔拭く 
② 音楽を流す。（テレビを消して、ウォークマンでイヤホンつける） 
③ エアコン、ストーブ消す。エアコンの切タイマー使うときもある。 
④ 回数をかえる  
 ・現在の数値を確認してみさおさんに伝えてから、変更する数値を伝えて 
   から変える。 

 日中は回数（backup数）18回、換気量（Ｖ＋）600、加湿３、（内圧 28 
 くらい）。 
 夜間は 14回、500、加湿３。 
例外あるので「今換気が 600 です、500 にしていいですか。回数は 18 回

です、14回にしていいですか。加湿は３で、内圧が 23になりました」など
と必ず確認する。 
加湿器の水量を確認し、線まで水を足しておく。 

⑤ カフを 1.5いれる。 
⑥ 気管→口→鼻→ガーゼ下吸引 
⑦ 向き（別紙参照） 
⑧ コールが鳴るか、管にたるみが無いか再度確認し、「あと大丈夫ですか？お
やすみなさい」と言って、リビング、台所の電気を消す。 

・介護者連絡ノート記入。向きした時間とおやすみなさいと total(赤字)と次の日 
付を書く。 
（新人はこの時点で新人ノートを記入すると復習にもなり、反省点等翌朝のケア 
に活かせるかも！） 



・２ｈごとに自分で起きて、カフを 1.5入れる＋みさおさんの様子チェック。 
 気管が必要な音はしていないか？コールずれていないか？ 
 電気付けるたび（2～3hごと）に「今○時です」っていうと分かりやすいかも。 
 音楽も止まってたらかけていいと思う。 
・コールがなったらすぐに起きて電気をつける 
・夜中は読み取りをしないように！（口の形で母音を決定して思いつくものを聞 
いていく） 
 ⇒ひざ、気管、カフ、向き、トイレ、手 etc 
 
7:00 
・エレンタールを 400ml準備し、電気をつけて操さんに流すことを伝える。 
・流す前に換気量・回数を確認して変更し、エレンタールをゆっくり流す。 
・電気を消して良いか、起きるか確認する。 
 
7:50 
・起きて自分の布団を片付ける 
・台所、トイレ、洗面所のタオル類を集め洗濯機を回す。うるさいので洗面所の

ドアは閉める。 
・みさおさんの朝ごはん用意 
 
8:00 
・呼吸器の回数を確認して日中のものに戻す。 
・ベッドを上げる。 
・テレビは８。テレビつけたらイヤホンとる。 
・夜勤者ごはん（パン、ベーコンエッグ）とぽん様の朝食の準備。 
・みさおさんの朝ごはん終わったら朝の薬を流す。 
・携帯のマナーモード解除して LINE・メールチェック。急用のメールもあるの
で忘れずに。 
 
撤収までに・・・ 
洗濯物干す、吸引ビン洗う、ベランダの水やりなど 

・ごみを集める 
⇒ごみを集める。（リビングの白いゴミ箱、ベッドの左の青いスヌのゴミ箱、台

所の排水口と三角コーナーネット（シンクはイルリガートルが触れる可能性が

あるので、食器以外のスポンジで全体を洗い清潔にする。）、ピンクのゴミ箱、

トイレのサニタリーと赤いゴミ箱を全部回収！） 
  ゴミを集める際は部屋の清潔保持と音をたてないためにも玄関で行う。 
 
・ノート書く 
・日勤さんにひきつぎすることは必ずメモを残して机にはる！→連携！ 



10:00 
・ひきつぎを口頭でもする。ミスを減らすためにメモとダブルでね！ 
・特変事項は訪看さん、日勤さんに伝える。分からなかったことなども聞いてす

ぐに解決する。 
・勤務表かく 
・ゴミや段ボールをまとめて、スリッパや私物を片付けて「次○日の○勤来ます。」 
・撤収―！！ 
 
おつかれさまでした。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
 

くう・ねる・だす   

   新人が先輩からケアの手順を教えてもらう様子が、 
   マンガ 8ページに描かれている 
 



「介護者とともに生きる方法‐橋本操さんインタビューから」 
 
橋本操さん。筋萎縮性側索硬化症（ALS）の当事者であり、患者会活動や ALS

の人々の在宅療養のための制度・仕組みづくりに尽力されてきた方として有名で

ある。現在は都内マンションで、愛犬のポンちゃんとともに、常時の介護者をつ

け、訪問看護をはじめとする医療的ケアを受けながら自立生活を営んでいる。 
ALS とは運動ニューロンが進行性に変性・消失していく神経難病のことであ

る。その症状は、筋萎縮と筋力低下が中心であり、病気が進行すると手の動作や

歩行、発語、食事等の飲み込みに障害があらわれ、その後、呼吸障害があらわれ

てくる。橋本さんは 1986年に ALSの診断を受け、その後 1992年 10月に気管
切開し、1993年 1月に人工呼吸器を装着している。家族だけでは介護体制が成
り立たず（また、家族が橋本さんの介護を専ら行い続けることを良しとしない橋

本さんのご意向もあって）、医療や福祉の専門職、学生介護者などで構成される

24時間介護体制を作り上げることとなり、現在に至っている。 
 橋本さんのコミュニケーション方法について。ナースコールは、橋本さんが顔

をゆがめると額に装着したセンサーが反応して音を発する仕組になっている。ナ

ースコールを受けて、あるいはナースコールの有無にかかわらず折に触れ介護者

が橋本さんの顔を見ながら、コミュニケーションをとっていく。橋本さんが母音

を口の形であらわすのを、介護者が読み取る。「え」の口の形を読み取ったなら、

「えけせてねへめえれえ」と介護者が読み上げ、橋本さんは言いたい語でまばた

きをする。まばたきは YESの意味である。そうして介護者が一語一語拾ってい
くという方法である。とはいえ、すでに多くの時間を橋本さんと共にし、コミュ

ニケーションに慣れている介護者だと、すべてにおいて一語一語を拾っていくの

ではなく想像して介護者が言葉を足していっている。たとえば、このように。 
 
「おこ、いきしちにひみ、ミキサー、あかさたなはまやらわ、ミキサーは、い、

うくすつ、いつも、おこそとのほも、持っていく。ミキサーはいつも持っていく、

とのことです。」 
 
こうして、橋本さんの言葉を介護者に通訳していただきながら、山下は橋本さ

んへのインタビューを行うことができた。以下は、山下がインタビューデータの

文字おこしを構成して文章化し、橋本さんがその内容にチェックを入れるという

共同作業によるものである。 
 
◆普段どんなものを、どのくらい、どのようにして「食べて」いますか？ 
 橋本さんは経管栄養によって栄養を摂取している。鼻から管を通しており、液

状の栄養分や、ミキサーで液状にした食べ物を体の中に入れている。私（山下）

は、経管栄養といえば、「エンシュア」というアボットジャパンが販売している

経管栄養剤が頭に浮かんでいたが、橋本さんはそれに加えて、カロリーメイトや

すっぽんスープ、ビタミン剤、昆布茶、味噌汁をミキサーにかけたもの、野菜ジ



ュースなどを摂っている。いわゆる栄養剤だけではなく、液体化した食物なら体

に入れる。 
 毎朝、橋本さんが寝ている間（朝 6時）に、500キロカロリー強の栄養を注入
する。たとえばエンシュア 2缶。あるいはゴディバのアイスクリームを溶かし、
牛乳と混ぜて。ゴディバのほうが「好きな感じ」とのことだが、いずれにせよ、

そうした朝のカロリー摂取は、それで１日「生きていける」ので決まっている。

その後スープや栄養ドリンク、野菜ジュースなどを入れるが、一日で総計 700
～800キロカロリーをとるのが橋本さんのスタンダードということで、朝の後は
“一日の帳尻合わせ”である。 
 朝 6 時に 500 キロカロリーの栄養分を流し込む生活だが、その時間帯、橋本
さんは寝ていることが多い。寝たままの姿勢で、体を起こさず、栄養分を流し込

む。その姿勢ではケアの教科書的には良くない。しかし、ここは橋本さんの自宅

であり、橋本さんの主張がある。 
 橋本さんの介護者は次のように説明してくださった。 
 
「多分、一般的に『きちんと身体を起こして入れなさいね』みたいなセオリーは

あると思うんですけど、やっぱり橋本さんは個別性が強いというか、橋本操式と

いいますか。角度とかも、指導看護師から見たらつっこみが入るような角度であ

っても橋本操が大丈夫であればいいということで。操さんも、液体が入っても、

『あ、入れてるな』って感じても別にそれに対してどうこう言うってことはなく、

自分がそれで起きたいと思うのであれば起きるし、まだ目つぶっていようって思

っているのであればもうそのまんま、目を開けずに、流されるままにっていう。

流し終わったらお薬入れて、フラッシング、洗い流すお水入れて OKってやり方
ですかね。」 
「在宅で橋本操スタイルでやっているので、本人が OK であれば、もうそれで
OKっていうやり方ですね。」 
 
◆食には興味がないし、食べる時間があるならば 
 この企画は「くう・ねる・だす」なのだが、橋本さんご自身は食べることに元

来強い興味を持っていない。子どもの頃から好き嫌いも激しかったそうである。

そこで、私が「では好きなものならあれこれ食べたいですか？」と問うと、「そ

こまでするほど暇じゃない」と橋本さんから返された。 
 「味」に興味があまりないことと、それにかける時間が惜しいこと。橋本さん

は、以前に主治医から「口に入れてから吸引すればどうか」と言われたそうであ

る。呼吸器を装着していると、口から入ったものは肺に入ってしまう。そのため、

舌で味わってから口内の食べ物を吸引してはどうかと打診されたということだ。

もちろん、舌で味を楽しみたい人もいるから医師もそのように言ったのだろうが、

橋本さんは「食べたら味がわかっちゃうじゃん」と。 
 そして、食べる時間があるのなら、他にやることがあると考える。 
橋本さんの言葉を追いながら、 



介護者：「いきしちにひみんな、あかさたな、なん、えけせてで、いきしちにひ、

ひ、あかさたなはま、あかさたな、ん、だ、ろう。知るか。」 
山下：「ん？」 
介護者「みんななんでそんな暇なんだろうって言っていて、『知るか』って言い

ました。時間軸とかものの優先順位とかが、多分ちょっと違うと思いますね、橋

本さんは。」 
山下：「といいますと？」 
介護者：「例えば障害がなければ一人で決めて行動できるけど、介護が必要な方

って絶対人手が必要じゃないですか。家にいたら 12時にお昼ごはん流すってい
うパターンがあるけれど、12 時に出かけるとなったら、もうそこで食事時間っ
てすっ飛ばされますよね。１、２時間で帰ってこれるわけじゃないので、例えば

帰宅が３、４時になると、そこまで飲まず食わずってなるじゃないですか。でも

それでいいんです。」 
山下：「そうやって、ずっと暮らしてこられたからってことですよね。」 
介護者：「多分そうだと思いますね。だから、食より、食事を入れてから出かけ

ようじゃなくて、出かけるのが優先で、最後に帳尻あわせりゃいい、みたいな感

じ。」 
 
 朝の 500 カロリーを入れ、その後はその日のうちに残り必要なカロリー量を
入れる。自身の食のために様々な活動を後回しにすることは選ばない。 
 
◆食の「場」を楽しむ 
 食＝必要カロリー摂取・栄養分という無機質な表現をとっているが、それは橋

本さんが自身の食に関心が強くないがゆえのことであり、一方で人に振舞うこと

は大好きな、もてなし上手な方でもある。 
 橋本さんからホテルで中華のフルコースを食べたという話をお聞きした。橋本

さんのご友人である ALS の当事者が胃ろうを造設しているのだが、ずっと栄養
剤のみを流しているとのことで、ミキサーやざるを持参してミキサー食に付き合

ったとのことであった。「そんな栄養剤ばかりじゃなくてたまには普通食にした

らいいから」と言いながら。 
 そうした外食の時、橋本さんはどうしているのだろう。予約を取り、要望を事

前に伝えるわけだが、それを受けて料理をミキサー食にしてくれるシェフもいれ

ば、ミキサーにかけることで一つ一つの味が混ざってしまうことを嫌がるシェフ

もいるという。後者の場合、橋本さんたちがご自身でミキサー食にするのはかま

わないと言われるそうだ。その場合は、橋本さんご自身で自宅からミキサーを、

ざるは出先で買ってから入店する。一方で橋本さんが言うところの「老舗」の場

合は、ほとんどミキサー食にしてくれるという。シリンジを料理人に見せて、こ

の管に通るくらいの粗さでと伝えると、センスの良いシェフなら大丈夫とのこと

だ。 
◆食をふるまう 



 「本当は『枕草子』を読みたいけれど、学生のごはんがまず先ですね」と橋本

さんは言った。私は最初、学生を食べさせる＝学生に介護の仕事をつくる、とい

うことだと想像していた。しかし、それは違った。言葉通り、夜勤の学生ボラン

ティアに夕食を出しているのだ。橋本さんは学生のごはんから後片付けまでを指

示し、そうしてようやく自分の時間となる。 
 遠方に出かけるときは、その地の名物料理や菓子を事前に調べ、買いに出かけ

る。自分自身は食べることに興味はないが、人が「おいしい」と言って食べてい

る様子を見るのは大好きだという。料理をすること、人にふるまうことが好きな

方だ。 
 とはいえ、ただふるまうことが好きだというだけではない。自分のことはもち

ろんなのだが、それと同様に介護者に手をかけることが必要だという思いが強い

のだ。それは先述したように、介護者の存在があってこそ、今の橋本さんの暮ら

しがあるという考えに発するものである。 
 
山下：「優先順位としては、自分のことというよりは、という感じでしょうか？」 
介護者：「多分、そうしないと介護者が定着しないっていうのが現実にあると思

います。やっぱり介護者も病気したりっていうと穴が空いてしまったりするので、

きちんとした食生活を送らせてあげて。体調をあまり崩さないような配慮を橋本

さんはしているので。夜勤は学生っていうかたちで在宅生活がまわっているんで

すけど、なかなかそういう配慮をできる大人の患者さんって少なくて。まず自分

のことが、ってなってしまって。私は世界で一番不幸なのよ、みたいな感じにな

ってしまうと、介護者は定着しなくて体制が崩壊するんですよね。自分が好きな

ことをやるためには人がいなければという優先順位の付け方ができる人だと、こ

ういうふうに在宅生活が送れるんですけど、それができないと他人介護でってい

うのが成り立たない。（中略）食べるってことに関してもまず、自分は不健康で

すけど、学生にはちゃんとご飯食べさせてっていうことを考えてだと思います。」 
橋本：「あか、が、が、あかさたなはま、ん、我慢、いきし、じ、あかさたなは

まや、あかさたなうくて、えけせてん、てん、えけせてねん、えけせて、です。

我慢じゃなくて、天然です。」 
 
介護者と共にある暮らしのエピソードのすぐ後に、橋本さんは上手に空気を換

えるように言葉を紡ぐ方だと思う。我慢じゃなくて天然。学生介護者たちは毎晩

二人体制で夜勤に入る。同じ大学の学生同士がペアになるため、介護者同士は互

いをよく知っている。週 3回ほど夜勤に入る学生が介護者の全体のうち多くを占
めているそうで、橋本さんいわく「住んでいる」状態。自身の自由のために介護

者を大切にする思い、元来のもてなし好き、学生介護者のことを親のように見つ

め心配する思い、そうした事柄が混ざり合って、今日も介護者の夕飯を用意する。 
ただし、もう一つ大事な優先順位がある。それはペットの愛犬ポンちゃんであ

る。介護者が自分の食事にばかり気をとられて、ポンちゃんのごはんを忘れよう

ものなら大変。それほどに大切な存在なのである。 



 
◆「おまえはヘルパーをつぶしてまでトイレに行ける立場か？」 
自分が好きなことをやるためには介護者という他者がいなければ始まらない、

という優先順位の付け方は、橋本さんの生活の隅々にいきわたる。排泄について

もそうだ。橋本さんは現在、尿器や紙おむつを使用して用を足している。ALS
との診断がおり、実家の千葉県に戻った際、きょうだいにトイレまで手をもって

もらいながら歩いていたとのことだが、筋力の低下により、やがて常時の介護が

必要になり、現在に至っている。 
橋本さんは日本 ALS 協会の会長を務めており、当然ながら自身の経験ととも

に、多くの ALS 当事者の暮らしを知っている。病気の進行により、それまで一
人でできていたことができなくなるつらさについても、多くの健常者の生活にお

ける数ある動作の中でも排泄についてはプライベートな事柄として認識され、で

きれば誰にも見られず、そして「トイレ」という場所で用を足したいという気持

ちが生じるだろうということについてもわかっている。しかし、そうした気持ち

から、介護者のトイレ介護にかかる身体的負担を顧みず、病気が進行してもこれ

までの暮らし通りトイレで用を足そうとする ALS 当事者に、橋本さんは「もっ
と介護者を大切にせよ」という思いをもっている。 
 
橋本：「まあ、それでヘルパーが辞めていくんです。どっちが大事かな？」 
 
 橋本さんは、自分の思いをすべて棚に上げて介護者を優先せよ、と思っている

わけではないし、橋本さんの実際の暮らしは、ご本人中心の暮らしで介護者中心

の暮らしではない。ただ、「本人中心」の暮らしを続けるために、介護者ととも

に暮らす生き方を選んでいるのだろうと思う。介護者は自身の手足でもあるが、

手足という不可欠な存在だからこそ、介護者のことを気遣う。 
 
◆そもそも、の話として 
 そもそも、紙おむつの何が悪いのか、と橋本さんは言う。「別に紙おむつは痛

くないし、仕事の中断をしなくても済むし、便利だと思う」。 
 もちろん、排泄に関わる介護については、介護者への研修を行わねばならない

し、これは排泄に限った話ではないが、医療や介護の制度、資源が十分ではない

ために苦心することがある。例えば、尿器使用の際にうまくいかないとシーツを

汚してしまい、その度にシーツや衣服の取り換え・着替えが必要になる。また制

度について訪問看護、入院時の看護体制等への橋本さんの要求は大きい。 
 排泄や、その前段で書いてきた食事といった事柄は、人が生きていくうえで当

然に行うことだ。だが、その遂行のためだけに人は生きているわけではない。 
その様式は様々で、一つの「あたりまえ」の型があるわけではない。いわゆる

「当たり前」にとらわれるよりも、自分が本来やるべきことにもっと目を向けた

り、何より自分自身が「楽ちん」に生きる方法を模索するほうが良いではないか。

橋本さんのインタビューからは、そうしたメッセージが浮かび上がってくるよう



だ。 
 

～煮沸からつぼ交換の流れ～   
１．煮沸 

① 全てのツボを浄水ですすぐ 
② 前日につけておいた鍋に浄水をためる。（全てのものが水に浸かるよう
に） 

③ 換気扇を強で回し、鍋を火にかけて沸騰させる。 
    ＊沸騰したら弱火にしてそのまま約 15分火にかける。 

④ 火を止め、ザルごと取り出す。 
＊なべのお湯は取っておく 

   
２．つぼ交換 

《準備物》  
（左から）ヘキザック、消毒用エタノール、注射用水＋ヘキザック、コ

ットン（綿バン）カテーテル１本 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

① ザルから、ハサミ、せっし、つぼを取り出し、おぼんに並べる。（下の
写真参考） 
＊熱いので、清拭タオルを使ってつぼから取り出す。 
＊この時、つぼの内側やせっし、ハサミの先端は触らない！ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



② 一番左のつぼに浄水を８分目まで入れる。（口鼻用） 
＊真ん中２つのつぼは空のまま、一番右にはせっし用のつぼ（フタなし）。 
＊せっし用のつぼにせっしとハサミを入れる。 

  ③右から２つずつ変えていく。（せっし用のつぼと気管用つぼから） 
  ④まずはせっしのつぼから。 

 入れる液：注射用水＋ヘキザック・・・ハサミとせっしの先端が浸かるまで。 

  ⑤次は気管用のつぼ。 

 入れる液：注射用水＋ヘキザック・・・８分目まで。⇒新しいカテーテルを入

れる。注意！袋から出すときも、上の黒いプラスチックの部分以外は触らない！ 
   カテーテルを入れるときも新しいせっしを使ってつぼへ。 
  ⑥ ④⑤の作業を終えたら、操さんに一声かけてから、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑の様に古いつぼ（せっし用のつぼと気管用のつぼのみ）を持ってくる。 
   
＊この時、新しいつぼ類はおぼんの奥側。古いのは手前側となるように並べる。 
  ⑦ 気管用 の札を新しいつぼに移して、新しいせっし用のつぼと気管用の

つぼを吸引器上の棚へ。 
  ⑧残った２つのつぼのうちの中身が空の方を。 

  綿バン：たっぷり入れる。⇒綿バンが全て湿る程度に消毒用エタノールを入

れる。 
  ⑨最後に口鼻用のつぼを。 
  入れる液：浄水（②でいれた）にヘキザックをフタ１/3杯を入れる。 
  カテーテル：先日に気管用で使ったカテーテルを、綿バンで拭いてつぼの中

へ。 
  ⑩ ⑧⑨の作業を終えたら残りの古いつぼ（綿バン用と口鼻のつぼ）を持っ

てきて、 アルコール綿 と 口鼻 の札を新しいつぼに移して新しいツボを棚

へ。 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ↑このように並べたら終わり＼(^^)／ 
 
  ⑪おぼんに残った古いつぼの綿バンと口鼻用のカテーテルを捨てて、おぼん

ごと洗面所へ。 
  ⑫なべのお湯をイルリガートルに注ぎ熱湯洗浄。あとは、三角コーナ流しや

流しを熱湯除菌。 
  ⑬空っぽの鍋を洗面所へ持って行き、⑪でもってきた古いつぼをスポンジ・

洗剤で洗い、洗い終わったつぼを鍋に並べていれる。 
  ＊このときも、つぼの内側やせっし、ハサミの先端には触れない。 
  ＊また、洗面台にぶつけたりしないように注意！とにかく清潔に！ 
  ＊フタ付きのつぼ３つはフタを開けたまま下に並べて、その上にせっし用の

つぼにせっしとハサミをいれて寝かせる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ⑭なべの蓋をして台所へ。 



  ⑮吸引びんのチェックも忘れずに！（吸引器の後ろ） 
   ＊捨てに行くときは操さんに声かけしてから。 
   ＊吸引びんの中身はトイレへ。 
   ＊びんはお風呂場で洗う。（ボディソープと専用の棒つきスポンジを使用） 
   ＊洗い終わったらヘキザックを一番下の線まで入れる。 
   ＊それから元に戻す。この時、しっかり蓋を閉めて、チューブが抜けてな  
    いか確認。 
  ⑯ポカリの水も交換する。（浄水） 
  ⑰加湿器の水の量もチェックする。 
 
 
            ＜口文字＞ 
読み取り方 
みさおさんが「あ、い、う、え、お、ん」を表してくれるので、その母音を見て、

50音を横に読んでいく。まばたき１回で確定、２回で濁点、３回で半濁点。 
あ：口が全体的に開く 
い：唇が横に伸びる。笑った時に左右の口角が上がるような感じ。 
う：唇がとんがって出る。 
え：左頬が上がって、それにつられて左唇が上がる。 
お：唇の右下が少し膨らむ。 
ん：口が閉じる。 
 
みさおさんが良く使う単語 
あ 顎（正面に戻すー顎がカニューレにあたって痛かったり、舌を噛んでしまっ 
たりしている場合に行う。） 足をおす 足を組む 足を反対 足を組まない 

iPad Abema 
か カフ 顔拭く 髪とかす カロメ ガーゼ下 肩うしろ（台所側へ） 肩に

毛布 回数 ガスピタン 体上 ガーゼ噛む カレンダー（操さんに見せる） 
さ 寒い（→肩に毛布かけたり、部屋の温度を暖かくしたりする） 
た 高い(頭が)  
な 何時？ 何度？（エアコン） 
は 鼻ふく ８（チャンネル） 鼻吸引 
ま 枕下（枕を肩の下へ入れる） マキで（急げ！） 
や 夜勤だれ？ 
ら ランコム(化粧品) ランズエンド（服） ラシックス(薬) 
わ 私 WAM 
 
い １ 陰洗 
き 気管 
し しまう しめる（ドアや襖） 下（犬をおろす） 支度（外出準備 or 学生



は登校準備） 
ち 小さい（テレビの音・・） 
に  
ひ 膝（伸ばす or立てる） ひとつ（ぽんにボーロひとつ）ひくい（頭） 
み 右手 右膝立てる 耳がかゆい（→耳かきする） 
り リンデロン(薬) 
 
う  
く クラビット（目薬） くだ（ひっぱられてる？） くち（ティッシュ変える） 

くすり くつした（履く or脱ぐ） 
す スヌ ストーブ（つける or消す） 
つ (コールを)つける 爪先（→ベッド柵や車椅子に爪先があたって折れていな
いか見る） つぎ 
ぬ  
ふ フェイスブック 布団かける（とる or敷く） 
む 向き 
ゆ ゆっくり（食事のスピード等） ゆび（が痛い） ゆるい（カニューレのひ

もを緩める） 
 
え エアコン エレンタール エアマットいくつ？ えさ 
け 携帯 けす（TV,エアコン、扇風機） 
せ セル 扇風機（つける or消す） 
て 手を中・出す 
ね 熱測る ネットスーパー  
へ ベッド上げる・下げる ベランダ（水あげる、写メ撮る） 
め メール 目をふく/あける メッセージ（フェイスブックの） メモ（とる） 
れ 冷蔵庫（何が入ってるか）レタス（ぽんにレタスをあげる） 
 
お お湯沸かす 音（TVの音を大きく or小さく） 音楽 
こ ５ ごはん  
そ  
と トイレ ドア（あける orしめる） 
の （ぽんを）乗せる 
ほ ぽん ポカリ 保冷剤 補聴器 
も 毛布  
よ ４ 読んで 
ろ ６ 
 
ん 
 


