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■ケアサービスのご紹介
ケアサービスでは、介護からエンゼルケアまで
一貫してサービスをご提供しております。

※エンゼルケアとは
亡くなった方への湯灌（ゆかん）、着付け、お化粧を行うサービスです。

介護事業は東京23区を中
心に展開しており、エンゼ
ルケア事業は葬儀を施行す
る葬儀社や互助会と連携し
て広い地域で事業を展開し
ています。

現在、ケアサービスでは、

全サービスで100以上の
事業所を展開しています。

介護実績40年以上
地域社会とともに

事業を展開
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【①死後処置について】
死後処置と保護処置の違い

・死後処置
死後直後に行う簡易的な処置。
病院、施設から出るまでを安全にする為。

・保護処置
ご遺体故人様のお顔・身体を出来る限り生前の状態に
近づけ、通夜・告別式まできれいな状態を保つ処置。

■死後処置（エンゼルケア）の目的

①死によって変化してしまうご遺体の外見を整えること
②グリーフケア（家族のケアとともに看護師の心のケアに
繋がるといわれています）
※お亡くなりになってから火葬まで、首都圏の平均日数は
4日前後といわれています。
その間に、様々な要因で状態の変化がおこりますので、
保護処置を行うまでの処置がとても大切になってきます。



～準備するもの～

・ピンセット（綿詰めに使う物）
・脱脂綿（青梅綿）
・衣類 ・オムツ ・絆創膏など

～手順～

①ご遺体に対し、敬意を払い一礼します。

②体内に貯留している体液、血液を出来るだけ取り除きます。

③嘔吐物、体液、血液の汚れをふき取り、消毒液で口腔内を洗
浄します。

※特に嘔吐物の汚れなどが残ってしまっている場合、臭いの沸
き上がりなどの原因になりますので、念入りに洗浄してくださ
い。

■死後処置（エンゼルケア）の進め方



■鼻・咽喉の構造



■鼻の綿詰め

・脱脂綿（青梅綿）を幅5ｃｍ長さ30ｃｍ程度のものを4本用
意する
・頭部を後屈し、鼻腔内の形に沿って丁寧に綿が見えない位ま
で奥まで挿入します。
・鼻腔の奥には鼻甲介（びこうかい）にて分かれているので、
鼻腔一つに脱脂綿（青梅綿）を2本挿入します。
・大量に入れてもかわらないので、少量で問題ありません。

～ワンポイント～

・保護処置の際に、挿入されている含み綿を取り除く作業が発
生します。たくさん挿入されていると鼻を傷つけるリスクが高
くなり、作業効率も低下します。
・死後処置の際に、体液・腹水が大量に流出している場合は綿
詰めを行っても一時的にしか止める事ができません。



■口腔の綿詰め

脱脂綿を横5cm長さ30cm程度に用意します。

・口腔に詰める際は、舌を巻き込まないように押さえながら挿
入します。
・咽喉に栓をする感覚で詰めます。

～ワンポイント～

・無理に口を開けてしまうと見栄えが悪くなるのでピンセット
が入る程度で十分です。
・生前から大きく口が開いている方は、含み綿で閉める事は困
難です。
頭を少し上げ顎下にタオルなどで固定をしてください。



■目・耳の処置

・目が開く場合は、眼球の水分を拭き取り、薄い脱脂綿をコン
タクトレンズ大の大きさに整え、瞼と眼球の間に入れ閉じます。

・耳は詰める必要はありません。

～ワンポイント～

・羸痩（極度に痩せている方）の方などに多くみられる眼球陥
没によって開いてしまっている場合は閉じる事は困難です。
専門スタッフにお任せ下さい。
・セロハンテープ等では留めないで下さい。
・耳から出血、体液の流出がある場合は寝具類を汚さないよう、
ビニールやフリースなどで保護して下さい。



■身体の処置・着付け

・点滴、注射点滴痕などは出血しないよう圧迫止血を行って下
さい。
・褥瘡（床ずれ）は体液、出血流出防止の他に臭い防止も行っ
て下さい。

・オムツ、又はＴ字帯を装着します。
・衣服（浴衣等）を着付けます。

～ワンポイント～

・鼠蹊部（足の付け根）のカテーテル、注射痕からの出血が多
いです。オムツを捲り確認、止血処置を行って下さい。
・安置時は常時ドライアイスを乗せる為、着付けた衣類は濡れ
てしまいます。
変色のリスクもあります。



■お顔剃り

・シェービングクリームを塗ってからカミソリをあててくださ
い。
・お顔全体を綺麗に拭いて下さい。
（清浄綿等の除菌効果があると効果的です。）
・乾燥防止の為、露出しているお顔全体、首などにクリームを
塗ります。

～ワンポイント～

・露出しているお顔から乾燥してきます。
乾燥が進みますと変色、腐敗が促進されます。
・化粧水のような浸透する品ではなくクリーム状（ニベ
アクリーム等）で皮膚から外気を遮断する品が良いです。



■お化粧

・施設での看取りの場合は、故人様がご生前に使用していた化
粧品をお借りし、お化粧を行います。
・男性の場合は無理にお化粧を行わず、唇にリップクリームを
塗る程度で良いと思われます

～ワンポイント～

・通常の化粧品ではすぐに落ちてしまいます。
また日数が経過するとお顔色が変色しますので、ご遺体専用の
化粧品を使用している専門スタッフでのお化粧が必要になりま
す。



■合掌バンドの使用例

～ワンポイント～

・合掌バンドを長く着用していることで、故人様の甲には浮腫が発生
してしまいます。
使用をしないか長時間の着用を控えて下さい。
口を閉める為に使用する、顎バンドも同様です。

使用時 使用後
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【②葬儀の作法について】

・ご家族へのお声掛け
ご家族様に対して、弔意をお伝えするために「お悔やみ申し上げ
ます」とご挨拶をする。
※ご愁傷さまでした・ご冥福をお祈りします・お力を落とされま
せんよう など、弔意を表す言葉は数多くあります。

施設スタッフが客観的に悔いはないだろうと感じても、ご家族に
まったく悔いのない看取りはないと思います。
もしご家族が後悔の念を口にしたなら、共感しつつ（例）ご主人様、
娘さん等）はとても頑張って看病されてこられた。ご本人も安心さ
れて、幸せそうに過ごしていました。一番よい選択だったのではな
いでしょうか」とご家族の選択が間違っていないことを改めて言葉
で伝えるのもよいでしょう。
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～お焼香について～

【立礼】
まず遺族に向かって一礼をします。
次に、祭壇（御遺影・御位牌）に向かって一礼をし焼香します。
焼香をしたのち、祭壇（御遺影・御位牌）に一礼、ご遺族に一礼を
して席に戻る。

※ここでの一礼とは…

故人様の尊厳を大切にし、
深い礼（最敬礼・45度くらい
を目安）のことを指します。
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～主な宗派ごとの焼香～
お焼香をする際には、基本的にはご自分の宗派にのっとっていただいて
構いません。わからないようでしたら先に焼香をあげてある人の様式に
合わせると良いでしょう。（線香を横にする寝焼香などがあります。）
また、お鈴（おりん）は音色を響かせるようにするものなので、

鳴らす音が強すぎたり弱すぎたりしないようにしてください。

【各宗派別焼香方法】
浄土宗・・・押しいただいて1～3回。手のひらを上に向け、

左手を添えて焼香。
真言宗・・・押しいただいて1回、続けて押しいただかずに2回。
臨濟宗・・・押しいただいて1回
曹洞宗・・・押しいただいて1回、続けて押しいただかずに1回。

左手を添えて焼香。
天台宗・・・1～3回が主流（特に決まりはありません）
浄土真宗本願寺派・・・押しいただかずに1回。
浄土真宗大谷派・・・押しいただかずに2回。
日蓮宗・・・押しいただいて1回または3回

（導師【お坊さん】が3回、参列者が1回が多い）
日蓮正宗、創価学会・・・押しいただいて3回

※「押しいただく」とは、額まで手を上げること
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～キリスト教について～
・キリスト教では、献花を行います。
係の人から両手で花を受け取ります。このとき、花が右手側にくる
ようにします。
遺影に一礼し、祭壇側に根元が向くように時計回りに回転させま
す。 左手の甲を下に向け、右手で茎の下を支えるようにしながら献
花台に置き、遺族や神父（牧師）に一礼し、席に戻ります。

～神道について～
・神式では、玉串奉奠（たまぐしほうてん）を行います。
榊を受け取り、神官に一礼、遺族に一礼をします。
榊（さかき）を玉串台にお供えする際には、枝の方を自分の方に向
け、その後通常右回り180度に回転させて、枝の方を祭壇側に向け
ます。
その後、2礼2拍手（忍び手）1礼をします。
忍び手とは、音を鳴らさずにする拍手のことです。
神官に一礼、遺族に一礼をして席に戻ります。
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・葬儀に参列する場合

香典の種類

香典袋には、御霊前・御仏前（御佛前）など種類があります。
宗派ごとにも香典袋をどのように選ぶかがありますので気を付けて
ください。

仏宗 基本的に49日をすぎるまでは“御霊前”です。
浄土真宗だけは、本来的には“御仏前”を使用します。宗派の教え
によるためですが、最近ではその教えを知らない方も増えてきてい
ますので、御霊前でも問題はないケースが多くなってきています。

神道 御玉串料（みたまぐしりょう）、御榊料（おさかきりょう）
など。
多く用いられているのは、御玉串料です。

キリスト教 御花料（お花料）

宗派等がわからない場合は、一般的には“御霊前”を使います。



◎なぜ「左前」「縦結び」にするのか？

葬儀（仏式、神式）では古来より「逆さ事」と言う風習が行われてき
ました。

・着物の袷を反対にする（左前）
・帯の結び目の袷を反対にする（縦結び）
・臨終後、頭を北向き、もしくは西向きに向け安置する
（北枕、枕直し）

元々は、神道の「死の穢れ」を避ける為、この世との決別の為に行わ
れたしきたりのようです。

ご遺族に説明をされる時は、
『 昔は、私達がいる“この世”と亡くなった方が行く
“あの世”ではすべてが逆さまになっていると考えられて いたそう
です。最愛の家族（故人）が、あの世に行ってから困らないように
「すべてを逆さまにした」という説があります。 』
と、お伝えした方がソフトでご遺族も安心されると思います。



～ 弔事のしきたり ～

【左前 】亡くなった方に対して着物（和服）を着付ける時に通
常とは反対の着付けをする事。

【 縦結び 】紐を結ぶ時に合わせを通常と反対にする結び方。
結び目が十字型になる。

【 着物のあわせ 】

【本結びと縦結び】
・本結び・・・横結びともいい、通常の結び方です。
・縦結び ・・・ 弔事で使用します

左図と反対に合わせます。



■末期の水（まつごのみず）

主に仏式、神式で行われるが、キリスト教でも行う場合がある。
元々は、臨終間際に再生を願い、口元に水を注いでいましたが、
徐々に「死後の儀礼」として定着してきたようです。

押し付けにならない程度にお勧めしてみるのも良いかもしれま
せん。
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相談内容件数
1 高価格・料金 205

2 説明不足 196

3 契約 134

4 見積り 121

葬儀サービスに関する

相談件数と主な相談内容

5 契約書・書面（全般） 103

6 解約（全般） 88

返金 88

8 他の接客対応 86

※2014 年度,上位8 位,

マルチカウント

【③葬儀のトラブルについて】
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・父の葬儀で、業者のサービスに落ち度があった。それにもかかわらず
値引きに応じない態度が許せない。

・契約した葬儀社とは別の葬儀社に誤って連絡してしまい、結果的に
葬儀社を重複して依頼してしまった。途中で断った葬儀社から高額な
料金を請求されている。減額できないか。

・父の葬儀を母が冠婚葬祭互助会を利用して行った。請求書が来たが、
積立金で金額を充当するはずの祭壇が割引きにしかなっていない。
納得できない。

・母が亡くなる前に、葬儀会社と見積りを3回して契約した。
事前打ち合わせには入っていなかった項目の料金を請求され、
最初は入っていなかった料金がいつの間にか加算されていた。
支払うことに納得がいかない。

・義理の父が死亡したので、契約していた冠婚葬祭互助会の葬儀
サービスを利用した。しかし、互助会の積立金だけでは葬儀ができず、
高額な支払いとなり不満だ。

※「最近の事例」は相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

最近の事例



葬儀基本費用 49.8千円

返礼品 約1万円

葬儀場代金 約25万円

火葬 車両 約6万円

食事 約8万円(2日分）

合計・・・・約898,000円
※別途、宗教者への支払いが発生します。

■A葬儀社・葬儀費用事例 親族8名 参列者2名 合計10名
・対外的なお付き合いがあまりない。
・内々でこぢんまりと家族葬を行いたい。
・仏教式でご住職にお経を読んで欲しい。

（安置代金・ドライアイス代等含む）
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■葬儀紹介・生前相談窓口のご紹介

0120-580-500

24時間受付フリーダイヤル相談窓口

25※ 湯灌のみのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。


