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マネジメントがなかなかできないと

いうストレスもありました。会社勤

めのサラリーマンならいざ知らず

（私たちもサラリーマンではあるの

ですが！）、介護の専門職が利用者

の顔でなく上司の顔色をうかがいな

がら仕事をしているのでは、この仕

事に就いた意味がないと考え、思い

切って独立しました。

そして、これは予定外だったので

すが、無謀な独立も含めて常に近く

で支えていてくれた彼女とめでたく

入籍することに。仕事も忙しく、貯

金もほとんど使い果たしたため当分

しっかりした結婚式を挙げられそう

にありません。仕事が軌道に乗るま

ではまだまだ迷惑をかけてしまいそ

うなのですが、いつか恩返ししたい

独立に入籍と
激動の1年でした
（神奈川県　asato 39歳）

① いよいよ独立ケアマネに

② 入籍！

③ 政権交代

以前から計画していたのですが、

それまで勤めていた居宅事業所を辞

め、2人のケアマネ仲間と一緒に独

立型の事業所を立ち上げました。

2009年は自分にとっての分岐点と

なったかもしれません。もちろん周

囲には反対の声のほうが多くありま

した。報酬体系をみても零細の独立

事業所がラクをできるような仕組み

にはなっていません。しかし、併設

型の事業所では自分がやりたいケア

と思っています。2010年中…には

無理かな？

家族が無事に過ごせた
ことに感謝です
（埼玉県　トラさん　41歳）

① 新型インフルエンザ騒動

② 家族が1年何事もなく過ごせたこと

③ マイケル・ジャクソンさんの訃報

2009年のニュースで印象に残っ

ているのは新型インフルエンザの騒

動です。施設勤務なので、施設内で

感染が起こらないようにスタッフみ

んなで細心の注意を払いました。

ですが、本音をいえば、それより

心配していたのが家族の感染です。

学級閉鎖などはありましたが、今の

12月号の
★募集テーマ

から

2009年、
私の

3大ニュー
スはコレ！

歳をとるにつれ、1年が早く過ぎるように感じる今日この頃。この号がお手元に届く頃には、新しい年が始

まっていますが、みなさんにとって2009年はどんな年だったでしょうか。独断と偏見で3大ニュースを報

告してもらいました。仕事のこと、家族のこと、社会のこと…。投稿を拝見していると「そうそう、こんな

こともあったなあ」と思い出されます。



月刊ケアマネジメント 2010.1

│
41月刊ケアマネジメント 2010.1

│
41

ところ2人の子供も元気に走り回っ

ています。家族に不安があると仕事

にも力が入りませんから。なので、

ニュース第2位は、家族が何事もな

く過ごせたことです。

そして、若い頃からファンだった

マイケル・ジャクソンさんの突然の

訃報も大きなニュースでした。

次期報酬改定に
期待しています
（千葉県　JP 47歳）

① 介護報酬改定

② 特定事業所加算を取得

③ 政権交代

やはり介護報酬改定が一番のニュ

ースです。居宅介護支援については

結局、基本単価が上がらずに様々な

加算が設けられました。当事業所で

も独居加算や認知症加算を算定して

います。算定するときはもちろん利

用者さんにも説明するのですが、な

かなか難しいものがあります。独居

や認知症の人をみていくには、ほか

の人より手間や時間がかかっている

から、とも言えませんし。何より加

算は事務作業が増えるばかりなの

で、次の改正ではできることなら基

本単価を上げてほしいと思います。

2番目も報酬関係ですが、事業所

が特定加算をとったことです。けど、

地域をみると同じように加算を取得

する事業所が増えているのですが、

そうした事業所（ウチも含めて）が

必ずしも質が高いとはいえない感じ

もしています。事業所としてはあり

がたいのですが、なんのための加算

なのかがあいまいなのでは？

新しい民主党政権には、報酬を含

めてこれからの介護保険制度を少し

でもよくしていってもらいたいとい

う期待をこめて、3番目のニュース

には政権交代を選びました。

事業仕分けには
違和感も感じました
（福島県　匿名希望　51歳）

① 政権交代

② 新型インフルエンザの猛威

③ 事業所の引越し

仕事もプライベートもいろいろあ

ったのですが、今後、ケアマネの仕

事にどんな影響が出てくるのか心配

なので、第1位に政権交代をあげま

す。

気になるのは民主党政権からはし

っかりとした福祉政策、介護現場の

立て直し策などが聞こえてこないと

ころです。行政刷新会議の事業仕分

けでは介護予防や職員研修の予算が

叩かれましたが、厚労省側にしても

仕分け人にしても現場を知らない人

たちが集まって研修が必要かどうか

を議論するというやり方に違和感を

感じました。事業仕分け自体は必要

だとは思いますが…。なんにしても

鳩山政権は諸外国の調整や連立の維

持でいっぱいいっぱいで今は介護や

福祉を手当てする余裕がないのかも

しれません。しかし、現場の人材不

足はいよいよ深刻ですし、地域で廃

業に追い込まれる事業所も後を絶ち

ません。現場の頑張りにも限度があ

ります。支援策などを早めに出して

ほしいと願っています。

新型インフルエンザの猛威も記憶

に新しいところです。ようやくワク

チンが出回るようになりましたが、

高齢者と接することが多い仕事をし

ている以上、細心の注意を払って感

染を防いでいきたいところです。

知
っ
て
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こと！ …というと言いすぎですが、

以前のクルマに比べると格段の燃費

の違いです。今どきの技術の進み具

合を実感しています。

また1人娘の高校進学も、我が家

としては大きなニュースとなりまし

た。自分の将来のことはまだイメー

ジできていないようですが、今は学

校生活を楽しんでほしいと思ってい

ます。

何かとお金がかかる時期なのです

が、7月には持病の腰痛が再発。立

ち上がることも難しくて3日間寝込

むハメに。

そんなこんなですが、2009年も

家族が穏やかに過ごせたことに感謝

です。

↓↓↓

2009年、
私の

3大ニュー
スはコレ！

12月号の
★ 募集テーマ

から

ユーザ名：yqb02310

①転職した

②息子が進学により別居

③マイケル・ジャクソン死去

「もったいない」という声も

周囲にはありましたが、40代

で転職しました。初めての居

宅介護支援事業所勤務。新し

い職場は上司も同僚のケアマ

ネもグッと年下。今までにな

い新鮮な気持ちで仕事にとり

くめています。

そして息子の巣立ち。やは

りどこか寂しい感じは否めま

せん。学費や家賃、仕送りな

どの出費がどっと増えました。

ユーザ名：hanshinfan

①仕事を無事に終えたこと

②家族が健康に過ごせたこと

③赤星選手（阪神）の引退

特養で担当している方120

名のケアプランの家族への同

意もすべて頂き、プランの実

践も行えたことが私にとって

一番です。

また家族の健康にも感謝。

そして、最後に阪神ファンだ

けに赤星選手の突然の引退に

は、本当にびっくりしました。

ですが、体が一番。野球だけ

が人生ではありませんし、今

後はまず体を良くして新たな

世界で頑張ってほしいです。

ユーザ名：xiaoyu

①母親になった

②車を買い替えた

③子供嫌いだった私が、しっかり

子供中心の生活になっている！

2008年のクリスマスに高

齢初産で長女を出産。いろい

ろな都合で育児休暇を取得で

きず、産後2ヵ月で仕事に復

帰。ヘビースモーカーでギャ

ンブラーな私が、禁煙し、さ

らにパチンコも控えて、子供

中心の生活に！

お給料のほとんどは子供の

ことで消えますが、日々成長

換えたこと。10年以上酷使してい

たオンボロ車は、それはそれで愛着

があったのですが、車検や維持費を

考えて泣く泣く廃車に。もちろん下

取りはゼロです。そして、新しいク

ルマは迷いに迷った末、燃費がよく

て環境にもやさしいガソリンと電気

のハイブリッド車に決めました。遅

まきながら「エコ」に目覚めた次第

です。乗ってビックリするのはいく

ら走ってもガソリンが全然減らない

クルマの買い替えを機に
エコに目覚めました
（京都府　ecoドライブ　45歳）

① クルマの買い替え

② 娘の進学

③ ギックリ腰再発

3大ニュースというとどうしても

身近なことばかり思い浮かべてしま

うのですが、私にとって2009年

一番のニュースは、自家用車を買い
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する子供の姿を見て幸せを感

じられ、充実した1年でした。

ユーザ名：hiroasis

①ヨメが新型インフル感染

②長男が補助輪なしで自転車に

③長女の逆上がり

心配していた子供でなく、

ヨメが家族のなかで一番に新

型インフルエンザにかかりま

した。結局、私や子供は感染

せず。

2番目は長男（5歳）が補助

輪なしで自転車に乗れるよう

になったこと、そして、3歳

の長女は早くも逆上がりがで

きるように。やっぱり自分の

ことではなく、家族のことに

喜怒哀楽を多く感じますね。

ユーザ名：nagamomo

3大ニュースどころではな

く、一大ニュースなのですが、

先日事業所が休止になり、そ

れに伴い退職することとなり

ました。後ろを振り返っても

仕方ないので、未来に向けて

新たな気持ちで就職活動を行

っていきます。介護業界と違

う業界も考えています。そろ

そろ婚活もあるので忙しいで

す（笑）。

ユーザ名：19640920

①ケアマネとして働き出したこと

②初孫ができたこと

③雑誌に文章が掲載

1番はケアマネジャーとし

て働きだしたこと。何もかも

が新鮮で人との出会いを大切

にできました。

2位は初孫が誕生。若いお

ばあちゃんと皆からからかわ

れていますが、目に入れても

痛くないほど愛くるしい女の

子です。自分の子供にしたい

くらい（笑）。

ユーザ名:tokatoka

2009年もいろいろありま

した。3大ニュースというこ

とですが、残り2つが思い浮

かばないぐらい本当にひと安

心したのが、やっと厄年が終

了したこと！ これが何よりの

私的大ニュースです。厄年の

せいなのか、いろんなことで

八方ふさがりになったり、数

年ぶりにひどい腰痛に見舞わ

れたり…。2010年は、いい

ことありますように！！

ユーザ名：544538

①特定事業所加算を取得

②父の介護保険申請

③愛犬にジュニア誕生

事業所加算をとるために常

勤3人にしたり、「主任ケアマ

ネ研修に行け」と言われたり、

バタバタの年でした。

プライベートでは父が心筋

梗塞で倒れ、それを機に介護

保険を申請。要支援2で、ヘ

ルパーさんと仲良く調理をし

たり、父なりにがんばってい

ます。

最後に可愛い愛犬に子供が

誕生。一緒に育てて、これま

た楽しい1年でした。

ユーザ名：pong-pong

①引越し

②盗難

③また引越し

気楽な独り暮らしとはいえ、

これまでの部屋が手狭になっ

てきたことから7月に5年ぶ

りとなる引越しを敢行。これ

がケチのつきはじめだったの

か、新しく入った早々に空き

巣に入られました。被害額は

大きくありませんでしたが、

人生初の体験にびっくり。ニ

ュースをみていると事件や事

故が他人事のように思えます

が、自分にもおきるんだと改

めて思った次第です。気持ち

悪かったので、結局もう一度

引っ越しました。

ユーザ名：mokamama

①仕事が3年続いた

②戦国武将にハマった

③思い切って、5万円のバッグ

を買った（汗）

ケアマネになってから

2009年で3年目。よくこん

な恵まれない人間関係（上下

関係）のなかで、続けられた

ものだなと、自分の意外な強

さと図太さを知りました。

そして、歴史の授業は大嫌

いだったのに、まんまと流行

にのって戦国武将にハマって

しまいました…。

ユーザ名：2872000746

応援していた政党が敗れ、

政権交代に時の流れを実感し

た1年でした。今までは、何

事も人任せのところがありま

したが、これではいけないと

ヒシヒシ感じ、積極的にいろ

いろなことに参加しています。

結果はすぐに出ませんが、自

分が目指しているところに到

達できるよう頑張ろうと奮起

できた年でもありました。

ユーザ名：melissa

①長男誕生

②報酬改定

③政権交代

なんといっても、我が家に

長男が生まれたことがトップ

ニュースです。世の中は100

年に一度の不況なんていわれ

る真っ只中ですが、この子が

大きくなるころの世界は今よ

りよくなっていると信じたい

ものです。

仕事に関することでは、報

酬改定が大きかったと思いま

す。様々な加算がついたわり

には、給料があがりませんが

…。

ユーザ名：sunsun

2009年、私のニュースは

なんといっても、3月に「こ

の人だ！」という出会いがあ

り、その2ヵ月後の5月には

入籍したことに尽きます。

実は出会いが、今何かと話

題の「婚活系のサイト」だっ

たため、例の婚活サギ事件が

マスコミを賑わせたときはお

互い顔を見合わせてしまいま

した（笑）。
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