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☆☆☆ つ ど い の ご 案 内 ☆☆☆ 

【第 311 回つどい】 

日  時  2018 年 8 月 3 日 (金)   午後 1 時 30 分～4 時 00 分 
 

場  所  大阪市立阿倍野市民学習センター 3階 研修室 
 

テ ー マ 「大阪府の認知症施策について」 お話を聞きます 
 

お 話 し 大阪府福祉部高齢介護室 介護支援課 
     認知症・医介連携グループ 副主査  

山 本 亜 希 子 さん 
 

参加費 一般の方は 500円頂きます。 「家族の会」会員の方は無料 
(つどいには大阪コミュニティ財団からの助成を受けて開催しています) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ふれあい・おおさか 

           
               

               

                
                       

                     「認知症 つながる心が 笑顔呼ぶ」 

                             （2018 年世界アルツハイマーデーの標語です） 
       

ぽ～れぽ～れ  大阪府支部版 
 

2018 年  6月号 

(今月号のおもな記事) 

6月つどいの案内………………………………… Ｐ1   介護保険のゆくえ………………………Ｐ2  

大切な人を看取ること(６月つどいの報告)……Ｐ3   大阪府支部 29 年度事業報告………Ｐ4～5 

大阪府支部 30年度事業計画……………………Ｐ5～7  つくしの会のページ……………………Ｐ8 

(別刷)大阪府支部の会計決算・監査報告・30年度予算案 

 

6 月 18 日午前 7 時 58 分に発生した「大阪北部地震」の被害

にあわれました皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い

復旧と、皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。 

大阪府支部では、世話人が手分けして会員さんの安否確認や、

被害状況把握に努めましたが充分ではありませんでした。被害に

あわれた方がおられましたら大阪府支部までご一報ください。 

また、要介護者を避難させることは大変なことです。そして避

難所で様々な困難を極めます。福祉避難所は充実していません。 

要介護者の非難について皆さんのご意見をお寄せ下さい。 

・支部事務所 ℡/fax 06‐6626‐4936 

・支部代表木寺の電話 090-1145-6220 

 

 

 

どなたでもご参加いた

だけます。お知り合いの

方をお誘い下さい。 
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18年度改定 0.54%アップ、保険料 6.4%アップ 国は混合介護を推奨 
・軽度者の改善成果を求める厳しい改定 

 介護報酬改定は今日まで、2003年は▲2.3%、06年は▲2.4%、09年は＋3.0%、12年は公費で賄わ

れていた「処遇改善交付金」が介護保険給付に移行したため▲0.8%でした。そして 15 年は▲2.27%

と、これまでマイナス改定が 4回、プラス改定が 1回で、2000年からの 18年間でマイナス 4.23ポ

イントになります。 

 18年は 9年ぶりのプラス改定とは言え、生活機能向上連携加算、栄養スクーリニング加算、通所

介護の ADL 維持等加算など、利用者の状態改善の取り組みや効果に合わせた加算が目立ちます。ま

た、退院することで医療保険から介護保険へ移行したり、医療機関以外での看取りや認知症への受

け入れなど、介護保険は重度根認知症、ターミナルを重視し、軽度の要介護者には厳しい海底とな

っています。 

・居宅 3大サービスは給付削減 

 介護保険の利用者の 75%は居宅で生活しています。居宅の 3大サービス(訪問介護、通所介護、福

祉用具レンタル)を見ると、レンタルでは 10月から全国平均貸与価格を基準に上限価格が設定され、

それを超えていれば保険給付されなくなります。通所介護は前回に続き報酬が下がり、かつ小規模

の地域密着型デイでは市町村に指定拒否権が与えられることで、小規模多機能への誘導が行われて

います。訪問介護は生活援助への報酬が下がり、かつ、10月からは全国平均を基準に、一定回数以

上の生活援助中心型が位置付けられたケアプランの事前届け出など、厳しい給付抑制策が導入され

ました。 

・混合介護で自費サービス解禁へ 

 政府の未来投資会議では、「訪問介護と保険外サービスの同時一体型サービス提供」「通所介護利

用中の利用者に保険外サービスを提供するルール」が提案。 

訪問介護では「利用者への保険外サービスと、家族への自費サービスを同時に提供することは不可」

としているが、調理や洗濯、掃除や買い物をどのように区別するのか。「保険外サービスの情報をケ

アプラン等に記載」と、責任はケアマネジャーにつけられています。 

・通所介護でサービス格差 

 通所介護でも、自費を払えば送迎付きでデパート巡りの買い物、時間を上乗せして保険外の個別

お出かけなど、お金の払える人と払えない人でサービスの内容に差をつけることが妥当でしょうか。

経営が厳しいデイが利用者を選別することも出てくるでしょう。 

国は混合介護を推奨し、自費サービスへ誘導して介護給付を抑えようとしている。自費サービスで

収益を上げれば、介護職の処遇改善に繋がるなどとして、混合介護に取り組まない事業所は介護職

の賃金を改善できないように仕向けることは妥当とは言えません。 

 介護保険初年度の 2000 年介護給付総額は 3 兆 5,898 億円で、2015 年は 9 兆 7,250 億円と当初の

2.7倍です。年間の利用人数は当初の 2.1倍だが、1人当たりの給付額は当初より下がっています。

今年 8月からは、現役世代並み所得の高齢者へ 3割負担が導入されます。国による保険給付の使い

道を点検することが必要です。 

 

 年間実利用者(千人) 保険料(円) 1人当たり利用月額(円) 

2000年 2873.4 2911 165,100 

2003年 3706.4 3293 165,300 

2006年 4295.6 4090 145,300 

2009年 4687.1 4160 151,200 

2012年 5430.6 4972 157,000 

2015年 6051.1 5514 157,000 

2000年との比較 2.1倍 1.89倍 0.95 倍 

(出典 厚生労働省介護給付費実態調査各年度) 
(2018年 6月 10日付 シルバー産業新聞 日本ケアマネジメント学会 服部万里子氏の記事より) 
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【6月のつどいの報告】        6月 1日(金)於:阿倍野民学習センター 参加者 34名 

大切な人を看取ること ～認知症介護家族の立場から～ 
 

 今年の 3 月、大阪府支部の会員さんにお願いしました「介護の現状と看取りに関するア

ンケート」の回答を、大阪大学人間科学研究科の宮本友介助教に解析をお願いしていまし

た。その中間報告として量的研究結果を報告していただきました。 

 考察として、副代表の西川勝さんとの「大切な人を看取ること」について対談を行いそ

の内容を深めました。 

 会員の皆様にはアンケートにご協力を頂き、多数の回答をいただきましたこと深くお礼

申し上げます。 

 
1.看取り家族からのアンケートの量的研究結果のまとめ 

 アンケートでは配偶者を看取った回答が多くありました。 

看取りの場所は病院 39 件に対し、自宅での看取りが 25 件と多かったのは予想外で驚きで

す。(一般には病院 80%に対し自宅が 10～20％と言われています)  

認知症を理解し話し合える仲間がいる家族の会員だからこそできる自宅での看取りの多

さと思われます。直後の感情は、悲嘆や自責の念よりむしろ達成感を持った家族が多いの

も特徴でした。介護体験については人の話を聞きたいと思っている人が多く 80%ありました。

語ることに関心があり積極的に参加する人は 10%で、語ってみたいとする人は 3%でした。 

 

2.宮本先生/西川副代表との対談 

 今回のデータは家族の会の会員の特徴が出ていますが、全体的な傾向とは言い難いです。 

大切な人を看取った個人の経験を、会として今後推測・発展することができるかが課題で

す。罪悪感・後悔より達成感を感じたのは何に基づくものなのか、介護の苦しみを経て人

生の契機になったその意味を考えていく必要があります。また、看取りを聞くことの大切

さが読み取れます。まだ話すまでには至らないが 80%の人が人の話を聞きたいと思っていま

す。聞くことにより悲しい死別について自ずと気づき、人生への契機となっていくでしょ

う。看取りの話の中に大切なものがあるのでしょう。「看取り」とは何なのか。どのような

かかわりが看取りなのか疑問を感じた人もいた。死に逝く人から何を受け取るのか、今後

のつどいなどで対面的な聞き取りが必要と思います。 

 

3.質疑応答・情報交換 

・最近ご主人を看取られたＫさん 

 最期まで介護ができなかったことを反省するばかりです。亡くなった主人はどのように

最期は看取ってほしかったのでしょう。自分は迷惑をかけずにぼうっとして死にたいと思

っています。 

・先週に母を亡くしたＭさん 

 介護のキーパーソンは妹の父母の死に会えず、不思議と死に目に 

私が立ち会いました。人それぞれ看取りの役割があるように感じ 

不思議です 
・4月に母を看取った支部代表の木寺さん 

 看取りの直後には達成感がありましたが、日が経つにつれ 

無力感・脱力感に襲われています。重みのある言葉でした。 
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第 1 号議案 平成 29年度大阪府支部活動報告         平成 30 年 5 月 19 日(土) 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 大阪府支部 (平成 29年４月１日～30年 3月 31 日) 

 

 今年度も支部 3 本柱の活動である「つどい」「電話相談」「会報の発行」を計画通り実施

することができました。当支部の活動にご支援いただきました会員の皆様、多額の助成を

頂きました各団体の皆様のおかげと改めて感謝申し上げます。 

 9 月のアルツハイマーデー記念講演会には、「軽度認知障害(MCI)の理解と認知症予防」と

のテーマで、大阪精神医学研究所 新阿武山病院、認知症疾患医療センター、認知症サポー

ト医の森本一成先生に講演いただき好評を得ました。また、9 月 21 日の世界アルツハイマ

ーデー街頭活動では、認知症啓発のリーフレットを JR 天王寺駅と森ノ宮駅前で 1000 枚配

布しました。当日の大阪城天守閣のオレンジ色のライトアップは 3 回目です。 

 「つどい」「つくしの会」には、介護に悩み苦しんでおられる多くの人が参加されていま

す。特に、産経新聞につどいの記事を掲載して戴きました。その効果が大いに現れ新しい

参参加者が目立っています。この人たちを会員へと繋げていくことが重要です。 

認知症の人がますます増加傾向にある昨今、家族の会の活性化のためには世話人の増強と、

電話相談員の増員が差し迫った課題です。 

 
実施した事業   【つどい】 

日時・場所 講  師 内  容 参加数 

4月 7日(金)第 302回 

阿倍野市民学習 

センター 研修室 

フリーステーション 

小宮悦子代表 

(訪問看護師) 

最期まで住み慣れた自宅でその人

らしく生活を 

19名 

6月 2日(金)第 303回 

阿倍野市民学習 

センター 研修室 

元大阪大学特任教授・臨

床哲学者 西川勝さん 

老いることと認知症 

～「老い」と「病」を語る～ 

22名 

8月 5日(金)第 304回 

阿倍野市民学習 

センター 研修室 

大阪市高齢福祉課 

認知症施策担当課長 

多田和代さん 

大阪市の認知症施策について 20名 

12月 1日(金)第 306回 

阿倍野市民学習 

センター 研修室 

元大阪大学特任教授・臨

床哲学者 西川勝さん 

看取りについて考える 

～悲しみとともに生きるために～ 

22名 

2月 2日(金)第 307回 

阿倍野市民学習 

センター研修室 

精神科医  

小林敏子先生 

介護の困りごとなんでも相談 

(産経新聞に掲載をお願いし、記事

を見た方の参加が 8名) 

31名 

 

【アルツハイマーデー記念講演会】   9月 30日（土) エルおおさか 7階 708号室 

軽度認知障がい(MCI)の理解と認知症予防                    (参加者 59名) 
大阪精神医学研究所 新阿武山病院  

大阪府認知症疾患医療センター・認知症サポート医 森本一成先生    
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【地域のつどい】 

① バリアフリー2017セミナー 4月 20日(木)10時 30分～12時 00分    (参加者 150名) 

元大阪大学特任教授・臨床哲学者 西川勝さん   「となりの認知症 ～ただいることの意味～」 

② 茨木市福祉文化会館 平成 30年 3月 20日（火）13時 30分～15時 30分   (参加者 41名) 

元大阪大学特任教授・臨床哲学者・副代表 西川勝さん      (茨木市老人家族の会との共催) 

 「看取りを考え語ろう～あなたは看取りで何を受け取りましたか～」 

【認知症カフェ＝つくしの会】 

毎月第 2金曜日 13時 00分～15時 00分 ベルタサロン   

 8月 11日（金・祝）は要望に応じて臨時に開催、場所は「たまてばこ」 

コーディネーター 元大阪大学特任教授・臨床哲学者、支部副代表 西川勝さん 

 1回あたり平均 14名位、年間 170名の参加。 

【電話相談事業】 

毎週月・水・金曜日の 11時 00分～15時 00分 

介護家族からの介護上の困りごと相談。会員外からの利用者が多い。リピーターも目立っている。 

実績 年間 120日、約 150件 

【支部会報 ふれあいおおさかの発行】 

4・6・8・10・12月は 12ページ建てで発行(表紙がカラー印刷)   

1・3月は 4ページ建ての発行(モノクロ)  介護体験記などの原稿が少ないことと、経費の削減化。 

1回の発行約 300部。350部印刷。年間 2100部の印刷 印刷は事務所の複合機で 

【支部ホームページ】http://alzosaka.wordpress.com/ 

支部会報の発行の都度更新。支部オブザーバーの木下衆さんに依頼。 

「ホームページを見て」と、電話相談を利用される方が多くなっています。 

【世界アルツハイマーデー活動】 

9月 21日に認知症啓発リーフレットを配布。JR天王寺東口、森ノ宮駅  計 1000枚 

大阪城の天守閣を認知症支援のシンボルカラーのオレンジ色にライトアップ。今年で 3年目。 

9月 30日に記念講演会を開催。 

【リフレッシュ交流会】 

10月 27日(金)～28日(土) 「アミティ舞洲」 29名の参加（内本人 5名） 

顧問の本多秀治先生による「介護困りごと相談」、素人落語家のチャンピオン「喜怒家哀楽」さんに

よる落語を楽しんだ。 

今回は本部を通じての助成金を受けられない年で、個人からの会費と支部費用で行いました。 

【バリアフリー2017へのブース】 

4月 20日(木)～22日(土)  

インテックス大阪 2号館で面接による介護相談と支部の PR。3日間で約 9万人の来客。 

面接による相談は約 15件。 

2016年の世界アルツハイマーデーリーフ 

レットを約 1200枚配布。 

会報・講演会案内・など多数配布したが、 

「会員」の獲得まではなかなか 

結び付かない。 

 

 

 

 

 

 

 
                    (2017年アルツハイマーデー、大阪城天守閣のライトアップ) 

http://alzosaka.wordpress.com/
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第 3号議案 平成 30年度大阪府支部活動計画(案)        平成 30年 5月 19日(土) 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 大阪府支部 (平成 30年４月１日～31年 3月 31 日) 

 

 今年も３本柱の活動「つどい」の開催「電話相談」「会報の発行」を中心に例年の活動を充実させ

てまいります。 

世界アルツハイマーデーの活動のライトアップは、３年継続して行ってきた大阪城天守閣から、万

博記念公園の「太陽の塔」を検討しています。それに合わせ、リーフレットの配布活動は、例年の

JR天王寺駅以外に、万博記念公園か千里中央駅など、ライトアップ近傍駅を検討しています。 

記念講演会は９月 24日(月・祝)に、本町橋の「大阪産業創造館」を確保しています。講師には「家

族の会」の代表として 37年間活動の先頭に立ってこられた高見国生さんです。会場の変更は経費削

減の一環でもあります。 

 つどいも例年通り偶数月の開催です。他の支部から「2 か月に 1 回では…」との指摘もあります

が、一方でつくしの会は毎月開催しており、今年度は 2か月に 1回の偶数月の開催と基本とします。 

 つくしの会は好評でマスコミからの取材要請もあります。毎月第 2金曜日の開催。場所はあべの

ベルタ「ベルタサロン」(1回あたりの利用料 2時間で 4000円)です。昨年度行った「看取りアンケー

ト」を活用して、看取りが終わった家族支援(看取りのつどい)を計画しています。 

 リフレッシュ交流会は 10月 15日(月)～16日(火)に、京都市の JR嵯峨駅前の「ピナリオ嵯峨野」

で開催します。詳細は会報でお知らせします。 

 今年度は厳しい財政になります。対前年比マイナス 100 万円の緊縮財政にならざるを得ない状況

です。大きな要因は各団体からの助成金が少なくなったことです。5 年を継続して同団体から助成

を受けられない等の要因があります。会員の拡大とさらなる助成金獲得に努めます。 

 支部代表に木寺喜義、副代表に西川勝の体制 2 年目です。家族の会の理念に基づき「3 本柱」の

活動を強化し家族支援に努めるとともに、家族の会大阪府支部の周知に努めます。一層のご支援を

お願いします。 

 

活動計画（案） 
【つどい】 偶数月の第 1金曜日、13時 30分～16時 会場＝阿倍野市民学習センター3階研修室 

NO 日   程 講     師 内     容 

308回 4月 6日  デイサービスすみか寿 

吉村全永代表 

暴れん坊と向き合った 10年 

～ピック病をケアすること～ 

309回 6月 1日 大阪大学人間科学研究科  

助教 宮本友介さん 

大切な人を看取ること～看取りアンケ

ートから見えること～ 

310回 8月 3日 大阪府介護支援課 大阪府の認知症施策等について 

311回 9月 24日 家族の会前代表 高見国生さん 世界アルツハイマーデー記念講演会 

312回 10月 5日 関西医療大学保健看護学科 

助教 室谷牧子さん 

調整中 

313回 12月 7日 未定 未定 ご提案ください 

314回 2月 1日 精神科医小林敏子先生 介護困りごとなんでも相談 

 

【認知症カフェ＝つくしの会】 

毎月第 2金曜日 13時 00分～15時 00分 あべのベルタ「ベルタサロン」Ａ室 

コーディネーター 元大阪大学特任教授・臨床哲学者、支部副代表 西川勝さん 

会場借り上げ料も必要なことから、1人 300円の負担をお願いします。 
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【電話相談事業】 

毎週月・水・金曜日の 11時 00分～15時 00分 

機会あれば支部独自の相談員研修会を計画する。また、相談員となっていただく方を確保する。 
 

【支部会報 ふれあいおおさかの発行】 

奇数月の発行を基本とする。ただし行事等の広報があることから必要に応じて発行することもある。 
 

【世界アルツハイマーデー活動】  9月 21日は統一活動日 

・街頭活動 認知症啓発のリーフレットの配布（1000枚）ＪＲ天王寺駅 

      太陽の塔のライトアップに合わせて近傍の駅で配布 

・ライトアップ 万博記念公園の「太陽の塔」 

・記念講演会 9月 24日（月・祝）大阪産業創造館 E会議室 

 「家族の会」を 37年間率いてこられた「高見国生」さんです。 
 

【地域のつどい】 

① 7月 29日（日）茨木市  顧問坂口義弘さんの「認知症の理解と支援」 

② 検討中 
 

【支部ホームページ】http://alzosaka.wordpress.com/ 

支部オブザーバーの木下衆さんのご協力でグレードアップに努める。 
 

【リフレッシュ交流会】 

10月 15日(月)～16日(火)に、京都市の JR嵯峨駅前の「ピナリオ嵯峨野」で開催します。 

新しい参加者をお誘いし、支援につなげ家族の会の周知を図る。 

家族の会新代表の鈴木森夫さんとの交流。 
 

【バリアフリー2018への参加】 30年 4月 19日（水）～21日（土）に行われました。 

全体の参加者は昨年より 1万人少なかった。 

19日開催の西川副代表のセミナーは 

会場が満員になる盛況でした。 

例年同様、多数の会報やリーフレット 

を配布。顧問山本秀樹先生の「例年同 

様、多数の会報やリーフレットを配布。 

顧問山本秀樹先生の「認知症」の冊子を 

寄付という形で協力をお願いした。 

 

 

 

 

(満員の西川副代表のセミナー 4月 19日) 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん予定に入れ
ておいて下さい 

☆☆☆ 家 族 の 会 へ 入 会 を ☆☆☆ 

現在 65 歳以上の高齢者の 4 人に 1 人が認知症、またはその予備軍とも言われています。 

また、若年性認知症の方も増加傾向にあります。「家族の会」の役割は今後ますます重要なもの

となります。ともに励ましあい助け合って、人として実りある人生を…認知症になっても安心し

て暮らせる社会の実現を追求します。認知症に関心のある方はどなたでも入会できます。 

 あなたの入会をお待ちしています。年会費は 5000 円です。 

http://01.gatag.net/tag/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/?ssort=__reaction_buttons_3__________-pm&sdir=desc
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://alzosaka.wordpress.com/
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☆☆☆つくしの会のご案内 ☆☆☆ 

✧ 2018 年 7 月 13 日（金） 午後 1 時 00 分～3 時 00 分      【第 77 回】 

 

場   所  あべのベルタ 地下 2 階「ベルタサロン Ａ室」 
 

・地下鉄谷町線あべの駅下車、7番出口を右折、ベルタ地下街へ、薬局を通り過ぎた左側の部屋。 

・300円のご負担をお願いします。 
(つくしの会は認知症カフェとして大阪府の福祉基金、地域福祉振興基金の助成を受けています) 

 

【報告】6月 8日のつくしの会    参加者 17名（内、初参加 5組 6名、新聞社 1名） 

死別の悲しみの持つ意味合いと対応について。昼夜逆転による睡眠不良について。 

医療者の診断への不満と介護の大切さについて。軽度認知障害と診断された時の病院と薬のかかわ

り方について。ものとられ妄想がひどいが認知症ではない記憶障害について。かかりつけ医と在宅

医療者の必要性について等々、多くの課題を西川副代表のコーディネートのもと参加者の皆さんで

情報交換しました。 

・母親と娘さんで初参加のＩさん 

 9 か月前に夫を亡くした母は悲しくて悲しくてたまりません。何年たったら悲しみが消えるので

しょうか。 

☞人には老いと別れがあることを知ることが大切です。愛する人がなくなった哀しみは当然のこと

として受け入れ哀しいときは涙を流しましょう。 

・医者に不信感を持つＫさんご夫婦 

 軽度認知障害と言われているご主人。医者からは同じ質問ばかりです。大丈夫だから治療は時間

のムダだと言われ、希望をなくして病院から帰っています。いい先生と安心して話すことができる

仲間が欲しいです。これから先が心配です。 

☞今の医学では認知症をなくすことは難しいです。診断や治療では何も良くなりません。病院に行

く必要がないのではないか。薬も止めては。当たり前のことを当たり前にやることの方が大切では

ないでしょうか。今は本人のために良い環境を作ってあげること。医療より「寄り添う介護」が大

事です。家族の会のつどいに参加してください。 

・骨折で寝たっきりになった母親の昼夜逆転に悩む家族 

 要介護 4 の母親。2 年前に骨折して入院。夜になると興奮し家族は眠れない。車いすへの移乗も

ほとんどせず、1日中ベッドで過ごしていると昼夜の区別がつきにくい。 

☞車いすに座っている時間を増やす工夫を。デイサービスに行っているなら車いすでの生活に努め、

昼間に寝ない習慣を。車いすでは足をきっちりと床に着いたほうが良いです。 

・もの忘れがひどく盗られ妄想の 80歳の母を介護する家族 

 10年ほど前からもの盗られ妄想がでて、認知症疾患医療センターはじめ多くの病院に診てもらっ

たが、長谷川式認知症テストでも異常がなく、薬を飲んでも全く効きません。耳が不自由で大きな

声でゆっくり話しかけていますが、父は母の現状を理解せず怒ってばかりいます。 

☞認知症ではなく精神障害ではないでしょうか。認知症の病名をつけるのもどうかと思う。医療の

問題より、周りの人が気をつける必要があります。家族が注意深く見ながら寄り添うことです。 

認知症カフェ 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 大阪府支部   代表 木 寺 喜 義 
〒545-0041 大阪市阿倍野区共立通 1-1-9   TEL・FAX 06-6626-4936 

Mail:alzheimer-osaka@eco.ocn.ne.jp   hppt://alzosaka.wordpress.com/ 
 

 電話相談日は月・水・金曜日の 11 時～15 時までです。 


