鬼は外！福は内！今年も寒かった節分のご様子です。

第 36 号

お電話一本でも結構です、ご家族様の声を利用者様にお願い致します。
す
っく
とぴ

この４年間でおよそ５００名様以上のお泊り利用者様が、桜花乃郷を通り過ぎて
いき、また今も元気でお泊りされております。
その中には様々なご利用者様がいらっしゃいましたがやはり住み慣れたお家が一
番であることには変わりありません。特に不安がられる、初日等のお泊りには、
是非ご家族様のお電話やお顔を見せて頂くことで、安心してお休みいただけるこ
とが多くございます。
お願いです、電話の一本でも結構ですから、利用者様にお声を聞かせて頂きますと嬉しいです。

お問い合わせ

デイサービス桜花乃郷
西新井大師の家

03-3855-0203

デイサービス桜花乃郷
神明の家

03- 5856-2902

デイサービス桜花乃郷
花畑の家

03- 5851-8935

デイサービス桜花乃郷
神明南の家

03- 5849- 3444

デイサービス桜花乃郷
墨田の家

03- 6657- 0218

デイサービス桜花乃郷
梅田の家

03- 3840- 6520

デイサービス桜花乃郷
ゆたかん家

0463-79-5434

デイサービス桜花乃郷
みちるの家

0495-71-9200

デイサービス桜花乃郷
矢切の家

047-360-3001

デイサービス桜花乃郷
松園の家

04-7182-5295

デイサービス桜花乃郷
湖北の家

04-7187-3003

新規事業所 ２６年 10 月 1 日オープン！ デイサービス桜花乃郷 ゆたかん家 公所（ぐぞ）

0463-79-6111

神奈川県平塚市公所 204-5

平成 27 年 3 月発行

[おうかのさとだより]
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〜日々の支援日記〜
85歳

男性

要介護度2

人間がここにいます、だからご支援はやめられない

Ｎ様

ったのでしょう、
また後日迎えに来てくれるってよ」
とＴ様に言葉をふり絞る息子様。
とに

足腰も丈夫で言葉遣いも丁寧でとても８５歳とは思えないほど、若々しい印象でした。認

かくご本人にイライラされてました。家族も泊まって来てほしい、Ｔ様がいない時間が唯

知症を患っており、
目立った症状としては短期記憶障害の症状が見られ同じ事を何度も

一の休める時間だと切実に最後に仰って、
また来週と玄関を閉めました。息子様の、息子

仰ったり、聞かれたりされます。Ｎ様は奥様、息子さんご家族と同居されており、
よくある

様ご夫婦の暮らしを何とか３日間守ることができたのだ、息子様の格闘、
ご心労はいか

二世帯住宅です。Ｎ様との出会いは奥様の入院から始まります。主介護者の奥様が入院

ばかりか、、
そう思わないと帰り道安全運転など出来ないほどでした。

されＴ様の介護を同居される息子さんご夫婦が請け負うこととなりました。お二人は共

初めての場所、人、お泊りなど環境の変化から不穏状態に陥った可能性もある為、慣れて

働きで日中はＮ様ひとりになってしまう為、
デイサービスを利用する事になりました。仕

頂ければ落ち着いてお過ごしできるのでは？と考えておりました。全体ミーティングでも

事を終えてからはＮ様の介護という生活を送っておられました。やはり主介護者の奥様

Ｎ様へのご支援をどのようなものにすれば落ち着いてお過ごし頂けるのかを検討し色々

の存在は大きかったようで、次第に息子さんご夫婦の生活リズムが崩れ介護負担が限界

な意見が上がりました。
「お泊りをストレスに感じているのでは？」
「空腹から不穏になる

に達した時に我々にお声が掛かりました。

のでは？」
「何か集中して取り組める事を提案してみる」などなど。次回のご利用時にＮ様

非常に理解のある息子さんで、Ｎ様の症状は「病気がさせる事、仕方ない事なんだ」
その

の状態改善に向けてスタッフ全員で試行錯誤しましたが、少し他の方よりご飯を多めに

ように仰っておりました。同じ話を何回も言ったり、何かを伝えてもすぐに忘れてしまうこ

盛ったり、計算問題や点つなぎ、将棋などなど促しましたが、２日目からは全く効果があり

とが多いと仰っておりましたが、
でもすぐさま
「それって、病気なの？本当に病気かね？治

ませんでした。

るのかね？いつまで続くのかね？」
と仰る息子様に、諦めも悟りプライドも、介護疲れの前

一向に変化が見られず、Ｎ様にとっても辛い不穏状態が続きました。他のご利用者様が

に吹っ飛ぶ様子が見てとれました。

来所され玄関のドアが開いた瞬間にスタッフの制止を振り切って外へ出ようとされたり、

Ｎ様に接する時にもイライラを押し殺して自然に振舞おうという姿勢が見えお送りした

非常に危険な状態でした。
もともと血圧が高い上に大声で騒ぎまわってしまう為、
ご家族

時に玄関で息子さんにご利用時の様子を話している時などに、
「あ、お父さん自分の部屋

様、
ケアマネ様に医療への相談を行って頂くようにお願いしました。
そこからはご家族様

に入ってて」
と伝えても何度も玄関のほうが気になってみにきてしまう。契約時にも本人

にご様子を伝えながらＤｒ．に薬の調整を行って頂きました。
リスパダール、
グラマリー

を目の前に「この人。。。
と言ってしまい焦ってお父さんは〜」
と言い直し
「あんた。。。」
と言

とうなだれる相談員。果たしてこれでいいの
ル、抑肝散が処方されました。向精神薬か、、

ってしまう御自身を戒めるかのように
「お父さんは〜」
と精一杯、取り繕っている様子でし

か？とみんなが思いました。

た。

しかし、
ご利用開始から１ヶ月ほど経過し、Ｎ様の奥様が退院された頃に他利用者様か

我々もお役に立ちたい一心でした。
ご家族様のご希望で２泊３日のご利用という事にな

らの苦情が入り、お泊りのご利用をお断りせざるを得なくなりました。他利用者様への配

り、
ご利用初日を迎えました。他利用者様へ自己紹介をして頂くと穏やかな口調で話さ

慮は十分に行っていたと自負しておりましたが、やはり大きな声で騒がれては落ち着け

れ、
レクリエーションやエアロバイクなどにも活発に参加されました。
夕方になり他利用

ない、楽しめないとの事でした。 御退院された奥様はお元気そうでした。
それが何より

者様が帰宅されていくにつれて、夕暮れ症候群が案の定発症！
「何も聞いていない」
「電

もホッとしました。Ｎ様にはお世辞にも行きとどいたサービスにはなりませんでしたが、

話を掛けたい」
と何度も仰り、
その度に職員がお話させて頂きました。職員が隣の席に座

無事に奥様の御退院までつなげられ、
とにかくほっとしました。Ｎ様はもともとＡＤＬは

り、何度も仰る質問に答えるの繰り返しでした。
ところが夕食を召し上がってからは「お世

ほとんど自立されてますので、認知症状の面だけでの介護が必要でした。奥様が退院さ

話になります」
ととても穏やかな口調で仰り、夜間も特に大きな問題なくお休みになりま

れてＮ様も話し相手が出来て安心したのではないかと思います。

した。ほっと一安心でした。初日は比較的落ち着きました。
しかし２日目３日目は全くでし

その後、
デイサービスのみのご利用となったＴ様は穏やかにお過ごしして頂けるように

た。

なり、何事にも活発に取り組んで、険しい表情も見せずＴ様から他利用者様とのコミュニ

しかし２日目に至っては、お昼過ぎにはもう前日以上の帰宅願望スイッチＯＮ、室内を徘

ケーションも取られ、お泊りをご利用されていた頃の不穏状態は全くなくなり楽しくお過

徊されるようになりました。落ち着いてお過ごし頂く為にも職員が１対１で対応する時間

ごし頂いております。恐らく息子さん達は手を引いたと思います。送迎時にもお顔は見え

が増えていきました。何か不安なことがあった場合にすぐに近くの職員へ質問が出来て、

ず、２階の煌々とした明かりを外から眺めるのみです。１階と２階で別の暮らし方をして

尚且つコミュニケーションを取る事で少し落ち着けるのではないかと見守りが続きます。

いるのではないでしょうか。

少しでも気分転換や気が紛れるようにと、近くの公園へ歩行訓練にお連れしたり個別レ

結局この１ヶ月は何だったのか？ただ

クやドライブなど色々と試みました。３日目には朝から玄関ドアを開けようとされたり、窓

Ｎ様にしんどい思いをさせただけでは

を開けようとされたりと、片時も目が放せない状態となりました。職員が話しかけても大

なかったのか？でも他にどうするべきだ

声で帰りたい気持ちを訴えるのみで、我々の話は一切受け付けないようなご様子でした。

ったのか？いまでも考えても答えが出な

また、体操やレクリエーションにも参加されず、表情もとても険しく、唯一食事の際のみ落

い問いが、２階の明かりと、奥様の笑

ち着かれるようなご様子でした。入浴にお誘いすれば「とんでもない」
と。
しかしながら、

顔、そしてうちの事業所の利用者様「あ

玄関が開き、お帰りの際には「お世話になりました」
と満面の笑みを浮かべて仰りました。

の人、おかしかったねえ」
と語るのを見

ご家族様も３日間のご様子を報告させて頂きました。

ながら、
ぐるぐる駆け巡ります。

帰ってくる利用者様をしり目に、
「やっぱり
（駄目だったか）」
というつぶやき、落胆をなさ

Ｎ様は打って変わって、週に１日、デイ

れ本当に申し訳なく思う職員を背にして
「よかったね、いいところにお泊り出来て」
とＮ様

サービスのみと言うことで通所を続け

に言葉をふり絞る息子様。帰ってくる利用者様をしり目に、
「まったくもう、、、
（どうしようも

られており、みなさまの人気者になって

ないなあ）」
というつぶやき、落胆をなされ本当に申し訳なく思う職員を背にして
「楽しか

おります。

解
説

ただ、要介護者とは、決して一人で社会生活を成立出来ない場面があるからこの日記のような悲劇が起こりうるのだと思います。

我々は、
誰の為に仕事をしているのか？わからなくなる時があります。

★デイサービス
要介 護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

１回（7 時間以上）のご負担額
815 円
958 円
1108 円
1257 円
1405 円

735 円
868 円
1006 円
1144 円
1281 円

}

平均 9.2％減少

※この数字は基本数値です。地域によってこの 1.014 倍〜 1.081 倍の負担額の変化があります。

★延長サービスの利用負担額も安くなります！
9 時間以上デイサービスでお過ごしいただいた場合、今までは１時間当たり 108 円（税込）を頂戴しておりましたが「よ
り長時間のデイサービスを評価し、家族の負担軽減の為に延長加算を設ける」とされ、自費で１００円頂くのではなく、
保険の１割負担で利用頂けるようになりました。その額は１時間当たり 50 円！（地域によって 50 円から 55 円まで異
なります）
延長サービス

自費 108 円

保険適用 50 円

★介護職員処遇改善加算はおよそ倍額となります。
厚生労働省いわく、「介護職員の処遇（給料）は著しく低く、これを改善する為に介護報酬は下げるが介護職員の給与
の原資になる、同加算は倍額にして、介護職員の賃金をアップさせよう」とのことであります。基本サービス費の、今
までは 1.9％を頂いておりましたが、４月からは 4％になります。
※処遇改善加算の額
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

１回 7 時間以上のデイサービスをご利用の場合
16 円
29 円
19 円
34 円
22 円
40 円
25 円
46 円
28 円
52 円

お泊り料金 １泊 972 円（税込）
※写真はイメージです。
本文の内容や登場人物とは関係がありません。

たのではと思います。

だからと言ってご自宅に戻すことで、御子息夫婦の生活を壊すことが果たして良いのか？

報道等でご存知の通り、４月より介護保険法の改正がおこなわれ、基本報酬 = 介護保険利用負担分が大幅に下がります。
我々事業者にとっては少々厳しい数字ですが、ご利用者様にとっては朗報であります。

★自費サービスの値段を少々変更させて頂きます。
介護報酬の減少によりご負担額は下がりますが、事業所の収入は激減してしまいます。利用者様に接する職員の数を減
らすことなく、今後も２４時間３６５日のサービスを提供したいと願っておりますのですが、一部の自主サービスの値
段を上げさせて頂くことで、施設維持を図る意図をご理解を頂きます様お願いをいたします。

おそらく、
この利用者様は、
さほどの認知症周辺症状と言うものもなく御自宅にいれば、大好きな奥様といれば、何とか正しい支援が出来

万が一の際には、
また同じことを繰り返さなくてはならない。
ご本人に泣いてもらうしかない。

平成２７年度介護保険法改正のご案内

※この数字は基本数値です。地域によってこの 1.014 倍〜 1.081 倍の負担額の変化があります。

ご家族様の助けに応えて、可能な限り引きとめましたが
それが、向精神薬になって出てしまうことに、何か悪いスパイラルを感じた相談員。
奥様が帰ってこられてから、ご本人のみならず我々も救われたケースですが、、

奥様が戻ってこられたので、向精神薬もとれ、
デイサービスだけで生活ができておりますが

４月より、介護保険の負担額が変わり、お安く利用できます！

１泊 1080 円（税込）

お泊りされる方におきましては、介護報酬が下がった分をお泊り代で上げ直す形になってしまいますがトータルでのご
負担額は殆ど同じになりますのでご了承のほどお願い致します。
また、通院介助費用に関しましては、より人員基準が厳しくなることを鑑み、あまり外に出られなくなる為且つ軽微な
通院やご家族様の同伴による介助にはより安く提供できるよう、１回あたりの費用から時間ごとの費用負担に変更させ
て頂きます。
通院介助費用

１回 2700 円（税込）

１時間当たり 1620 円（税込）

ご好評いただいております昼食代１００円 朝夕食代４００円等の安価な価格はそのままで
また、一般的な年金の価額である１０万円 / 月にて施設入所待ち、ご家族様との関係性、病院退院後の自宅復帰までな
どの理由で３０日連泊もほぼ維持してご提案が可能で御座います。
引き続き、安価で良質なサービスを２４時間３６５日ご家族様の責任感を少しでも分けて頂けるよう桜花乃郷は頑張っ
て参ります。

