
しい中でもハーモニカの音で皆さんウキ
ウキ‼心も身体も明るく元気を取り戻し
たようでした。②紙芝居：「ざしきわら
し」と参加型の「今日の晩ごはん、な～
に」。参加型の紙芝居は、クイズ形式に
なっていて、脳トレにもなったようで
す。③軽い体操：椅子に座ったままで、
足、手、肩の運動。④間違い探し：２枚
の絵を見比べて、違っている個所を当て
る脳トレ。楽しい時間だった様子を世話
人の大脇富士子さんは、報告しています。

７月17日（金）10:00～12:00、茎崎交
流センターにて、「つくば認知症カフェ
inくきざき」を再開しました。皆さんが
元気に参加された姿に、スタッフ一同ホ
ッとしております。（参加者24名）
厚労省の「新しい生活様式」のプリン
トを全員に配布し、各自どのように過ご
して来られたか、話していただきまし
た。73歳の男性は、今年の１月父が死
亡、５月に母も…コロナのため、通常の
葬儀が出来ず寂しいお葬式になり残念と
話され、他の方々は、外出できずに体力
が弱ってしまっていたので、今日参加出
来てうれしいとの話等をされました。
プログラムは、①ハーモニカ演奏：マ
スクをつけての開催なので、会場が重苦

６月20日（土）13:30～15:30、越谷市
中央市民会館にて、三密回避対策とし
て、参加者を常連・会場近隣の方々に絞
り、サポート陣も最少人員にとどめて、
21名の参加者で実施しました。
また、昼食を避けて、午後の２時間に
短縮し、当然ながらマスク着用、検温、
消毒に加え、卓上のアクリル仕切板８枚
を持ち込んでの感染予防・防止対策を徹
底しました。参加者名簿には住所・電話

茨城県
支部

埼玉県
支部
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番号を記入し、万が一の追跡対策も講じ
ての対応だったのでちょっと緊張もしま
したが、今後の開催に向けての試金石に
なったと感じています。
全体会参加者の介護年数は、初期の方
から10年以上の方まで大きな幅がありま
した。冒頭に花俣ふみ代代表から「再開
祝いとこの間のご慰労、国の動き」のお
話があり、全員が自己紹介を行いました。
初参加の方の緊張されたお顔、開催を心
待ちにしておられた方々の明るいお顔、
共々大変印象的でした。サポート陣も再
会（開）の喜びでいっぱいの顔々。その後、
本人グループ、介護者グループに分かれ
ての「つどい」に移行しましたと、世話人
の花俣勤之助さんは、報告しています。小さい声で～♪合唱

久
し
ぶ
り
の
再
会
に

　

マ
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ク
ご
し
に
も
笑
顔
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　今月は、介護家族の方を対象とした調査から、家族の社会への要望、特に介護にかかる
費用負担に焦点をあて、自由記載とともにご紹介いたします。

介護にかかる費用

　現在、介護保険の利用料の自己負担は所得に
応じて１割から３割となっています。今回の調
査では１割負担が67.1％と最も多く、２割負
担9.2％、３割負担5.6％という結果になりまし
た（報告書P.66）。要介護度別でみると要支援
１から要介護５のすべての区分で１割負担が多
く、要介護度が高いほど１割負担の方の割合も
高いという結果が出ました。利用限度額までの
利用割合を見ると、全体の約半数が利用限度額
のおよそ８～10割を利用していることから、
自己負担割合が増加することは大きな負担とな
っています（図 参照）。自由記載でも「特養に
入っているが３割負担はきつい」「今は１割負
担で何とかやっていますが２割になったら困っ
たことになります」と負担増への不満や不安を
訴える声がありました。
　利用限度額内のサービスでは介護が成り立た
ない場合、超過したサービスは全額自己負担で

利用することとなります。今回の調査では全体
の12.5％が限度額を超えてサービスを受けて
いました。また、要介護度が高くなるほどこの割
合は高く、要介護５では25.0％の人が限度額を
超過していました。１ヶ月あたりの超過額の平
均は53,735円で、これも要介護度が高くなるほ
ど高い傾向にありました（報告書P.67,68）。自
由記載でも「要介護４です。毎月限度額＋４～５
万円の支出があります」「要介護５になると在
宅で看取る為、デイサービス・ヘルパーの支援、
訪問看護、訪問口腔ケア、訪問リハビリ等を利
用すると限度額を大きく超過してしまう」とい
う声がありました。また、介護保険で賄えない
費用の負担についても「医療費、オムツ代など、
全ていれると、月25万円ぐらい今のところか
かります。これ以上増えるのは正直言ってしん
どいです」という声がありました。介護にかか
る費用の負担は大きく、また、在宅介護では利
用限度額の壁があり、思うようにサービスが受
けられない現実があることがわかりました。

2019年度厚生労働省老健事業調査（「本人の思い」「本人・家族の生活」「市民の認識」「支援者の意識」）の報告

ともに生きる
本人、家族、市民の声 2020

第７回（全12回・分担執筆）

介護家族の思いから見えてくる
社会のあり方への要望  その1

介護にかかる費用に焦点をあてて

認知症  

秀明大学看護学部講師 江口恭子
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の尊厳の保持と自立を理念とし、国民が費用を
公平に負担することを義務としています。自ら
サービスを選び、その費用を負担することは認
知症の人と家族の尊厳を守り、自立につながる
と考えます。しかし、在宅で暮らすには要介護
度が上がるほど利用限度額内のサービスでその
人らしい生活を支えることは難しく、思うよう
にサービスを受けられない現状がありました。
さらにはオムツ代や医療費も負担せねばなら
ず、限られた収入の中で暮らす認知症の人とご
家族に重くのしかかります。国の財政事情から
サービス利用料の負担割合は年々増加する傾向
にあり、介護する家族は将来に大きな不安を抱
いています。介護保険サービスではカバーしき
れない介護をフォローするために家族が仕事を
諦めて退職したり、高齢の家族が体にむち打っ
て睡眠時間を削って介護したり、費用の負担を
懸念してサービス利用を差し控えたりすること
は認知症の人と家族を疲弊させ、心身ともに不
調を招き虐待にもつながりかねません。介護そ
のものに加えて経済的な不安と負担を抱えねば
ならない現状を打破し、介護が誰にとってもポ
ジティブに自分を成長できる経験と捉えられる
ような社会のあり方が求められていると考えま
す。

介護にかかる費用のやりくり

　介護費用のやりくりでは、「認知症の人の預
貯金も含めて認知症の人のお金でまかなえてい
る」と答えたのは53.6％、次に多かったのは
「認知症の人と配偶者の収入・預貯金でまかな
えている」24.4％でした（報告書P.69）。多く
の認知症の人が自分のお金もしくは自分と配偶
者のお金で介護の費用をまかなっていることが
わかりました。自由記載では、「現在はなんと
かしているが、これからずっと継続するとなれ
ば生活は苦しくなる。先々ずいぶんと不安であ
る」「貯金を崩して生活している」「時々オーバ
ーする」「（介護費用は本人だが）医療費や介護
タクシー利用、消耗品など（は親族が負担）」
など、ぎりぎりの状態であることが垣間見えま
した。さらには「認知症の父がお金を離さず、
介護家族の預貯金で支払」「本人が極度のケチ
であるため全額介護者が支払っている」といっ
た認知症の人の性格や症状のために必要な支出
を嫌がり、家族が負担せざるを得ない事情があ
ることもわかりました。

介護にかかる費用への家族の思い
から見えてくる社会のあり方
　社会保険制度である介護保険は、利用する人

報告書を希望される方は、１冊1,000円でおわけします。また、「家族の会」のホームページからダウンロードして読むことができます。
●申込先　「家族の会」本部事務局　TEL 050-5358-6580　FAX 075-205-5104　メール office@alzheimer.or.jp
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書
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成

（図）　要介護度と利用限度額までの利用割合
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デイサービス「わいわい道場宿」で、
ボランティア活動も

　週２回、カフェの同じ敷地にある「わいわい道
どう

場
じょう

宿
じゅく

」（宇都宮市独自の自立支援のデイサービ
ス）で、お茶や食事の配膳・下膳、お茶碗の洗い
もの、掃除などのボランティア活動をしていま
す。井上さん（９月号本人登場で紹介）ともう一
人の男性と３人一緒です。すごく楽しいし、「私
の居場所だな～」って、思います。
　できることをできるように頑張って、「困らな
い主義」です。

情報
コーナー

本人交流の場
（詳細は各支部まで）

北海道◉11月2日㈪13：15～15：30／北
海道の本人・家族のつどい→かでる2.7
宮城◉11月5・19日㈭10：30～15：00／
翼のつどい→泉区南光台市民センター
埼玉◉11月21日㈯11：00～14：30／若年
のつどい・上尾→上尾市プラザ22

千葉◉11月29日㈰13：00～15：30／本人・
家族交流会→千葉県社会福祉センター
神奈川◉11月8日㈰13：30～15：30／若
年性のつどい→二俣川地域ケアプラザ
岐阜◉11月22日㈰11：00～14：00／アル
トひまわり会→アルト介護センター長良
静岡◉11月10日㈫10：00～13：00／若年
性のつどい→富士市フィランセ西館
愛知◉11月14日㈯13：30～16：00／元気
かい→東海市しあわせ村

三重◉11月29日㈰13：30～15：30／若年
のつどい→四日市総合会館
広島◉11月14日㈯11：00～15：30／陽溜
まりの会広島→中区地域福祉センター
徳島◉11月21日㈯13：30～15：30／縁の
会→県立総合福祉センター
愛媛◉11月27日㈮13：00～15：00／若年
性つどい→愛媛県在宅介護研修センター
熊本◉11月15日㈰13：00～15：00／みど
りの小路→熊本市中央公民館

鈴
すず

木
き

　洋
よう

子
こ

さん
64歳・栃木県支部

夫に言われて、６年くらい前に診断

　「同じことを２回言うよ～」と、主人に言われ
て、自分では気づいていなかったんです。子ども
は独立して、いつも主人と一緒に過ごしていま
す。夫の実家の菩提寺に月１回座禅に行きます。
お堂で、壁に向かって瞑想を30～40分くらい、
何も考えず、自分の呼吸に集中します。
　家では、朝食は、簡単なものだけど、用意しま
す。家事も今のところ、やっています。花を育て
るのが好きで、季節の花苗を植えたり、庭の梅で
梅干しを作ったり、去年の干し柿の種を植えた
ら、今年芽が出ました。

カフェは、自分を肯定できる場所

　診断されてからは、仕事を辞めて、「こんなに
なってどうしよう」って、いつも病気のことばか
り考えていました。（傍目には、「うつ」だった。）
　でも、カフェで、いろんな役割ができて、気持
ちが少しずつ変わってきました。
　できることをできるように頑張って悩まない！
悩んでも仕方ないって。
　好きな数字を活かし、何十人分のお皿を並べる
ときなど、「こうすれば数えやすいわよ」なんて
言ってあげたり、やりがいを感じます。

　ＮＨＫテレビの逆転人生でも紹介された「石蔵カ
フェ」３人目の登場は鈴木さん。息子さんたちは独
立して、今は夫婦二人でいつも一緒。道ばたの花に
心を惹かれたり、カフェでは、数字への強さを発揮
して、お皿の並べ方など工夫をリードしています。
　本部事務局とビデオで繋いだインタビューから、
紹介します。 （編集委員　松本律子）

―石蔵カフェ・最終回―

できることを、でき

るように頑張って

悩まない。悩んで

も仕方ない。

▲ ちょっと仲間と一休み
（中央が鈴木さん）

花に呼びかけ 
「きれいにさいてね」▶

「ぽ～れぽ～れ」通巻483号●2020年10月25日発行（第３種郵便物承認）

10

私らしく
仲間とともに

私私私らしく
仲間とともに

本人
登場

No.180
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〒602-8222 京都市上京区晴明町811-3
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会員 お便りさんからの
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心から夫に感謝
●熊本県　Ｃさん　60歳代　女性

　夫は57歳で診断を受け、67歳で亡くなりま
した。今年３月で２年が経ちました。診断当
初は、私はこの世の中で一番不幸な妻だと嘆
き、悲しんだことが思い出されます。夫を介
護中も、何度も投げ出して逃げてしまいたい
と思ったことがありました。突然の死を受け
入れ難く、いろいろと考えてみると、一番苦
しく、悔しく、残念に思っていたのは夫だっ
たのだと気づかされました。自分自身が壊れ
ていくのを認めなければならないこと、本当
に辛かったと思います、穏やかで優しかった
夫、たくさんの思い出をありがとうございま
した。心からそう思える日常にやっと戻るこ
とができました。

コロナ対策で面会できない
●滋賀県　Ｂさん　50歳代　男性

　「家族の会」の存在は以前から存じており
ましたが、これまで、施設の方やケアマネさ
んたちに恵まれ、いろいろサポートしていた
だいていたおかげで、入会することもないか
なと思っていました。
　ところが、今年になって、おそらく全国ど
こでも同じでしょうが、父の入居する特養
が、コロナ対策の面会制限に入りました。父
にも会えない、これまで週に２回以上訪問し
ていた施設にも行けないということで、途端
に相談相手がいなくなってしまいました。こ
んな事態になってから、うちの施設では家族
会もなければ、入居者とのオンライン面会も
ないということに気がついて、あたふたして
います。ほかのご家族はどう対処されている
のか、どうお考えなのかお聞きしたいなと思
っています。

住み慣れた場所で最期を…
●島根県　Ｄさん　70歳代　男性

　グループホームに入居して７年目の95歳の
義母は、入退院を繰り返すようになり、ホー
ムでのお世話は限界だということで、特別養
護老人ホームに移ることになりました。私は
住み慣れたホームで最期が迎えられることを
望み、ホームの所長も同じ思いを持ってはい
ました。グループホームの在り方も違いはあ
るようですが、私の希望はムチャなことでし
ょうか。

　私も、特別どこが悪いというわけではない
が、情緒的に不安定になる気持ちわかりま
す。私も要介護４の母がデイサービス・ショ
ートステイの利用があっても、慢性的に介護
疲れを自覚しています。ちゃんと睡眠はとっ
ていても、熟睡した感じがないのです。

熟睡感がない
●新潟県　Ａさん　40歳代　女性

ぽーれぽーれ 8月号
「慢性的な疲れを自覚」を読んで
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※お名前はイニシャルではありません。
年齢は「50歳代」等で表記しています。
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先生を信頼していいのか…
●埼玉県　Ｇさん　40歳代　男性

　初めての受診で医師から「徘徊はどうしよ
うもない、どうにもならない」と、父の前で
何度も言われました。正直この先生を信じて
いいのかわかりません。診断は血管性認知症
だったのですが、検査の話は何もなくその日
は終わりました。父は軽い脳梗塞を患ってい
たので、そう判断したのでしょうが…。

過去の関係性を乗り越えられない
●岐阜県　Ｆさん　50歳代　女性

　尿もれとたまのウンチの失敗のため、紙オ
ムツになって１年数ヶ月の義母。血管性認知
症と診断され要介護１で、まだ、歩行、食事
ともになんとか自分ででき、週２回のデイサ
ービスを楽しみにしています。あんなにしっ
かりしていた義母が、本当に赤ちゃんのよう
になってしまいました。私には息子が２人い
ますが、３人目は女の子を授かったのかもし
れません。
　お嫁さんになってからの24年間、認知症に
なってからの５年間の、ふたりの関係性をな
かなか乗り越える事ができないので、３人目
の赤ちゃんをかわいいと思えず、日々悩んで
います。

老々介護なので
●大阪府　Ｈさん　70歳代　女性

　70歳代、要介護２の夫は２年前に血管性認
知症と診断されました。今は症状が進んでき
て、すべての面で介護が必要です。老々介護
ですので、私が元気なうちに施設にお願いし
た方が良いかなと考えています。

　夫は80歳、５年前にアルツハイマー型認知
症と診断され、現在要介護１です。私も80
歳、『男子厨房に入らず』の年代なので、「老
体にむち打って…」とありますが、ご苦労で
あろうと推察します。
　「何が幸せなのか聞くが、答えは返ってこ
ない」とあり、私も夫に聞いてみました。「幸
せ、不幸せなど考えたことはない。時折、孫
が来てくれるのが嬉しい」との返事でした。
　以前、精神科医が書いた本で、認知症の人
は淋しさと喪失感があると読んだことがあり
ます。淋しさを聞くと、「それは淋しい、何
もすることがないのが淋しい」との返事。あ
れだけ本を読んでいた夫が今は全く読まな
い、会社人間であったので、家のことは何も
しなかったし、できない。朝は新聞を隅から
隅まで読み、主なニュースをメモし、『天声
人語』を書写します。現在73冊目。100冊ま
で続けると張り切っております。認知症にな
ってからは私が勧めるようにしています。朝
はよいのですが、夕方近くになると、出たり
入ったりと落ち着かなくなります。
　喪失感を聞くと、「この歳になってそれは
ない、自分は懸命に仕事をした」との返事。
憶えよう、言われたことは忘れないようにし
ようと、本人の頭の中にはないのでしょう
か、絶えずメモもしています。
　食欲、睡眠は良好。検査もOKなのに痩せ
ていきます。精神的疲労からであろうかと切
なく思えることもあります。崩れゆく夫に大
事なことが相談できないのが一番辛いです。
　コロナ禍の中、つどいや認知症カフェは中
止、再開されても、公共交通機関を利用して
出掛けるのは怖く休んでいます。ぽーれぽー
れと新聞『新時代（公益財団法人 認知症予防
財団）』が支えです。私も雲の中を突き進ん
でいきます。

大事なことが相談できず辛い
●広島県　Ｅさん　80歳代　女性

ぽーれぽーれ 7月号
「雲の中を突き進んでいかなければ」を読んで
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