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＊『お母さん、何したい？』って聞いたら『う～ん』って。

で、『 正月帰りたい？』と聞いたら『 帰りたい 』って。で、

『 帰って何したい？』って聞いたら、『 酒飲みたい 』って。

『これはいいことを言う』と、やりたいことを口にしたこ

とが契機だった。「よし！ 酒飲もう！ そのためにはリハビ

リだよ。歩く練習せんとあかんよって」と、本人がやる気

を出したことに賭けることにした。

(＊インターネットより引用)

　これは、女優でもあり、お笑いタレントでもある柴田理恵

さんの実話である。ある日、書店にて、とある雑誌の見出し

に「要介護４から要介護１」という文字が飛び込んできた時

のインパクトを私は今も忘れない。直ぐにその雑誌を手に取

り購入し夢中で読んだ。私は介護福祉士として生きてきた中

で、要介護４から要介護１になった人を残念な事に知らない。

　要介護４とは、歩行や排せつが１人ではできない状態。

日常生活ほぼ全般を介護なしで行うことが困難な状態だ。

介護レベルは２番目に高い。そこから要介護１になる…凄い！

この一言に尽きる。要介護１とは排せつや食事はほとんど１

人ででき、何らかの支えがあれば歩行も可能になるという

事だ。注目していただきたいのは介護なしでは日常生活を

送れなかった人が、以前の生活に近い状態にまで回復したと

いう事。これは奇跡？ 必然？ だとしても、どのような時

間を過ごし要介護４から要介護１になるのだろう。そこには

柴田さんのお母様に対するスパルタとも言える愛があったか

らだ。

　もともと持病のせいで頸椎が圧迫されていた上に愛犬の

散歩中に転倒し、あばら骨を折り、以来、愛犬は危ないから

と柴田さんが引き取る事にした。その後すぐ熱が出るように

なり、腰も悪くなり寝たきりに…本人も「もう死にたい」と

訴えるようになった。そんなお母様は柴田さんと同居をする

こともなく、近所の総合病院に入院する。入院中のお母様は

リハビリに必死で取り組む事になる。その結果、脅威の回復
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　親や家族に介護がいつ必要になるのかなんて誰も予想できません。いざ必
要になった時、本人を助けてくれるサービスはたくさんあります。ですが、本
人を支える家族を助けてくれるサービスは少ないです。その為、いざ介護が自
分自身にふりかかって来ても大丈夫と言える心構えが必要です。介護に必要な
最低限の技術やこんな時にはこんなコミュニケーションを。
　今回は、介護福祉士を目指す皆さんへ事例を紹介し、“決して諦めない介
護”についてお伝えできたらと思います。

要介護４から要介護１
奇跡の回復

 巻頭特別コラム

東京都出身。一般企業で営業職などを経
験後、福祉の世界へ。小学校の障害児ク
ラスやグループホーム、訪問介護などで
サービス提供責任者、デイサービスにて
管理者業務等を含め７年間勤務後、居宅
訪問介護事業所の教育事業部に所属し、
介護講師を経験。現在は、人材育成研修・
サービス提供責任者研修・ソーシャルマ
ナー研修・高校生に向けての介護研修と
いった講師業と共に、新規立上げ介護事
業所のアドバイザーとして活動している。

白石 直美
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をみせる。「もう死にたい」と弱気になっていたお母様の

姿はそこには無かった。

　なぜ？ お母様の回復にはどんな魔法がかかっていたの

だろう？ 答えは、娘である柴田さんの鬼のリハビリ指令

にあった。

＊「母は保育園とか小学校にお茶を教えに行ってたんです

ね。だから『じゃあ、目標を持とう！ また子ども達にお

茶を教えに行くんだよ。だから元気になるんだ！』」そう

言い、寝ているお母様に『 歩く練習しなさい 』『リハビ

リ行きなさい 』『 頑張れ、頑張れ』と鬼のエールを送っ

ていたのだ。

(＊インターネットより引用)

　介護福祉士とは身体や精神の障害により日常生活に支

障がある人の入浴、排せつ、食事など生活上必要な介護

を行い、またその人やその介護者に対して介護に関する

指導を行う専門職の国家資格。単にお世話をするのでは

なく、介護を必要としている人が、その人らしい生活を送

り続けることができるよう様々な職種と協力しながら支援

を進めていくようにする。高齢者福祉の中核を担う介護

職を代表する資格として、社会的評価が高まっている。資

格を持たずに介護福祉士を名乗ることはできない（名称

独占資格）とある。

　介護とは家族だけで行うと、疲弊してしまう時が必ず来

る。介護する側が疲れ果ててしまうのは本末転倒である。

そうならない為にも介護はプロに任せ、家族は柴田さん

のように愛あるエールを送る事だ。そして、『 危ないから』

という理由だけで、本人のできる事を奪わないでほしい。

本人のできる事は本人にお願いしようという気持ちで接

してほしい。

　「役割」 このキーワードが生きる意欲にも繋がることを

覚えていてほしい。これから介護福祉士を目指す人たち

へ。国家試験に合格しリーダーとなった暁には、介護が必

要な人への関わりに場当たり的な介護ではなく、その人の

やりたい事を目標に決め、目標に到達できた時には介護さ

れた人も介護した人も笑顔で『やったね！』と言える介護を

目指してほしい。

　そして、柴田さんのお母様の今はというと、

＊ お母様（８９歳）は1人で杖をついて散歩し、友人とスー

パーへ。すっかり元気になったお母様は、元通りの【自

立】した生活を送っている。

（インタ－ネットより引用）

　令和２年１月２６日に介護福祉士を受験される皆様のご

健闘をお祈りしております。

テレッサmobile
モ バ  イ ル

ストレージ版

今
な
ら

最
大
で 2ヶ月間無料でお試しいただけます

お申し込み・各種サポートの相談はこちら
受付時間 平日9：00～17：00　※土日祝除くTEL 0120-74-7675
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警視庁の調査によると、侵入に5分以上かかると約７割が侵
入を諦めるというデータがあります。10分かかるとほとんど
の人が諦めるとのこと。侵入に時間をかけさせることが、侵
入されるかどうかのポイントになります。侵入口で最も多いの
は窓。ガラスを破り、手を差し込んで錠を外して侵入します。
次に多いのが表出入口です。そして、侵入者が犯行を諦める
理由で最も多いのは「声をかけられた」。近所の人に声を掛け
られたり、じろじろ見られたり、近所付き合いのある連帯感の
ある住宅街を嫌うそうです。外出が増える年末年始に向けて、
窓への防犯対策と玄関の施錠、あわせて近所付き合いも強化
しておきませんか。

見慣れた部屋にクリスマスツリーが登場すると、ウキウキ
とした楽しい気分になります。欧米では天井に届くほど
のツリーも珍しくないそうで、トップスターを飾るのはお
父さんの役目だとか。トップスターは、イエス・キリスト
が生まれた時にお
祝いにかけつける
賢者を導いた星をイ
メージしたもの。そ
う考えると、トップ
スターを飾る手に力
が入りますね。

旬カメラ

Ｘｍａｓのトップスター空き巣被害は5分が分かれ目

寒くなると姿勢が前かがみになりがち。肩こりを感じる人も多いのではないでしょうか。今回紹介する体操は、肩甲骨を動かして肩 
の筋肉をほぐします。両手に完熟トマトを一つずつ握るのをイメージして始めてください。

エアトマト
❶ イスに座り両腕を伸ばして胸の高さに上げる。手のひらを90度に立て、思い切りパーに広げる。完熟トマトをつぶすのをイメージ

して、小指から順に1本ずつしっかり握る。
❷握っているトマトの果汁が膝にかからないように、両手を3ｃmくらい前に突き出してから、真上まで上げる。 
❸手を上げたまま股関節を起点に体を二つ折りするように前に倒し、手が床に触れたら両腕の力を抜いて天井の方に回す。
❹肩、首、腕の力を抜き、手を背中でバイバイをするように振ってから、床まで降ろす。
❺床に手のひらが付いたら肩や腕、首の力を抜いたまま、ゾンビのように手を前に伸ばして起き上がる。これを4回繰り返す。

YOKO METHOD 主宰 斎藤洋子
病弱だった幼少期から大好きなダンスを通して健康になり、身体を動かすことの大切さを実感。モダンダンス、バレエ、ジャズダンスのインス
トラクターを経て 20 代から中高年のための無理のないエクササイズに注目し研究を重ね、「やさしいイス体操」を考案。2018 年ジャイロキネ
シス認定トレーナーの資格を取得。

イ ス 体 操
い き い き 肩甲骨を動かして肩こり解消

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
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　私（B子）と夫（A男）は昭和54年に結婚し、40年になります。私と
夫の間には子どもがいませんが、夫は再婚で前妻との間に子ども（C男）
がいます。
　私は夫から「2歳で別れた子どもに何もしてやれなかった。自分の死
後は財産を分けてやってほしい」と聞かされていたものの、夫は遺言書
を書いていませんでした。
　今年5月夫が亡くなり、C男に財産を分ける話をするとき、夫から5年
前に生前贈与してもらっているこの家もC男と分けなければならないの
でしょうか。せっかく夫が私名義にしてくれたのでこの家に最期まで住み
続けたいし、私の名義のままにしておきたいです。そして、私名義の預
貯金はほとんどないから、夫の預貯金の２分の１は相続したいのです。

　B子さんからすれば、不動産（10年前に建てた一軒家）は夫婦で協力して貯めたお金をもとに建てた家で、自分に贈与し
てもらっているから安心だと思っていました。しかし、相続法改正（令和元年7月1日）より前の生前贈与であったため、法律
的には生前贈与した不動産も相続財産の中に持ち戻して遺産分割協議をしなければなりませんでした。

　今回は本年（2019年）7月1日から施行された「居住用不動産の贈与の優遇」と令和2年（2020年）4月1日から施行の「配偶
者居住権」についてみてみましょう。これらの制度は、夫婦が長期間にわたって築き上げ居住してきた資産である建物に、配偶者
の一方が死亡した後もそのまま住み続けたい。そして、その後の生活資金としてそれ以外の遺産についても一定程度確保したいと
いう国民の意識を形にしたものといわれています。

改
かいせい

正  相
そうぞくほう

続法シリーズ
行 政 書 士 が お 届 けする

　　　居住用不動産の贈与の優遇・配偶者居住権vol.2

夫から5 年前に生前贈与してもらった家に、
夫亡き後も私は住み続けられますか？

A男
82歳 夫
死亡

C男

子どもなし

前妻 B子
77歳 妻
相談者

法定相続人
持分２分の１

法定相続人
持分２分の１

A男さんの相続関係図

令和元年7月1日以前   改正前 
●亡A男さんが生前贈与した一軒家（不動産）も相続財産に入れてB子さんとC男さんが話し合い（遺産分割協議）をし、B子

さんの名義のままでB子さんが住み続けることになりました。

B子さんの相続財産
1250万円（遺産総額の２分の１）

不動産1500万円
現金 －250万円

※不動産（1500万円）を全部B子さん名義にするかわり
に、代償としてC男さんに250万円を現金で支払う。

C男さんの相続財産
1250万円（遺産総額の２分の１）

預貯金1000万円
現金 250万円

※預貯金1000万円を相続し不動産の代償としてB子さ
んから250万円もらう。

亡A男さんの遺産
不動産 固定資産評価額 1500万円（持ち戻し分）

合計2500万円
○○銀行 普通預金 1000万円

現金250万円
を用意するの
は大変…

改正 相続法がわかる事例
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配偶者からの生前贈与がなくても認められる居住権

令和元年7月1日以降   改正後 <居住用不動産の贈与の優遇> 
●同じ事例で夫A男さんから妻B子さんへ不動産の贈与が7月1日以降であれば「持ち戻し免除の意思表示の推定」

がなされて、生前贈与をうけた一軒家はB子さん名義のまま預貯金だけを2分の1ずつに分けることができます。

令和2年4月1日から   改正後 <配偶者居住権>

B子さんの相続財産

預貯金500万円
生前贈与をうけた

不動産
C男さんの相続財産

預貯金500万円

亡A男さんの遺産

○○銀行 普通預金    1000万円 合計1000万円

「居住用不動産の贈与の優遇」と「配偶者居住権」の適用については詳細な要件がありますので、詳しくは相続専門の行政書士、司法書士、税理士、
弁護士などに相談してください。
参考文献  法務省パンフレット、Q＆A改正相続法のポイント（新日本法規）　　監修 N・Y LINK司法書士事務所

！

なな行政書士法人
女性スタッフ３人で、シニア世代の終活ゆとりサポートを中心に活動しています。任意後見契約のご相談をはじめ、独
居高齢者の支援、障がいを持つ子の親亡きあとの支援など、「心をつなぐ寄り添う終活」を平和都市広島から発信して
おります。　〒732-0828 広島市南区京橋町 9-15-３01　TEL 082-262-7701　http://www.nana-gsh.com

　さきほどの、夫A男さんから妻B子さんのような生前贈与がなくても、残された配偶者が住み慣れた家に居住し続
けられるように、令和2年4月1日から「配偶者居住権」が新設されます。
●配偶者居住権はどうのようにして成立するの？

①死亡した者の配偶者が、死亡した者が生前に単独で所有していた（又は夫婦の共有であった）建物に、死亡時に
居住していたこと。

②死亡した者が生前から遺言で残される配偶者の居住権を明記していた、又は死亡後残された法定相続人の遺産
分割協議等で配偶者居住権を決める。

　※配偶者居住権を登記しておかないと、第三者には対抗できません。
　※配偶者居住権の相続税評価方法（簡易評価ですので実際とは異なる場合もあります）

　　　建物の価格 × [{法定耐用年数 ー（経過年数+存続年数）}÷{法定耐用年数 ー 経過年数}] × ライプニッツ係数

B子さんの相続財産
1250万円（遺産総額の２分の１）

配偶者居住権750万円

預貯金500万円
❶Ｂ子さんが、遺産分割において配偶者居住権を取得

し、無償で住むことができる。

C男さんの相続財産
1250万円（遺産総額の２分の１）

負担付所有権750万円※

預貯金500万円
❷C男さんがB子さんが住むという負担付所有

権を持つ

亡A男さんの遺産

　不動産 　建物の価額
　（時価又は固定資産税評価額） 1500万円

合計2500万円
　○○銀行 　普通預金 1000万円

　このたびの相談者（B子さん）は、夫の遺志を尊重する気持ちと、今後のご自分の生活が不安で揺れ動いておられました。
もしも、A男さんが生前に遺言書を作られていたら、このような分け方をしなくても済んだかもしれません。
　「もう少し早く相談に来てくだされば…」とか、「お元気なうちの遺言書があって助かった」など、人生の分岐点や終

しま
い方に

おいて、法律や法改正、制度を知っていれば大きく変わる場合があります。悩んだ時はすぐに、あきらめる前に是非、専門家
へ相談の扉をたたいてみてください。

夫の遺志が
活かされる

生活費も
安心

●さきほどの夫A男さん、妻B子さんの事例であれば、

※負担付所有権（建物の価額 ー ①の配偶額居住権の価額）

－5－－2－



山 田 奈 穂
http://naho2010.blog103.fc2.com/

「六」
親知らずを抜いたら6
時間出血が止まらなく
て死ぬかと思った。

「謝」　8月に入社しま
した。前職で温かく送
り出してくれ、今この会
社に居ることに感謝。

「長」　久々に母の故
郷である青森へ。片道
約8時間の長旅でした
が楽しかったです。

「変」　今年はたくさ
んの変化がありまし
たが、体重は変化せず
来年こそ！

2019年10月改定内容を反映したコード表です。サービスの基本的なサービス
コードと合成単位、算定項目を抜粋してコンパクトにまとめ、幅広くみなさんに
ご活用いただいております。

● きゃぷす便り 定期購読できます。お気軽にお問い合わせください。

株式会社 タニシ企画印刷 〒730-0845 広島市中区舟入川口町 4-2
Tel 0120-74-7675  Fax 0120-47-1704  https://www.caps-shop.jp

2019年を振り返った
「漢字１字」と「ひとこと」

「四」
人生初の入院で、体に
四つの傷ができまし
た。

「歩」
某位置ゲーのおかげ
で歩きまくりでした。

「遊」
ずっと遊んでいた
気がします。

「旅」　中学生になっ
た娘と初めて母娘だ
けで女子旅に行って
きました。

「捨」
家が汚い(泣)今年は
たくさんの物を処分し
ました。

「二」
9月に第2子の長女
が誕生しました。

「一」
人生で一番家事を
しました。

「増」
令和元年、家族が
一人増えます。

「三」　私昭和生まれ、
娘平成生まれ、令和元
年子供誕生予定で三
時代家族。

「二」
ママ二年目。仕事との
両立大変ですが毎日
笑顔いっぱいです。

「繋」　恩師と再会し、
共に陸上競技を子ど
もたちに教えるように
なりました。

「学」
他の人の仕事の仕方
を見て、勉強になりま
す。

山根

原田

木村

潮

竹森

遠藤

浜田

奥田

沖

毛利

吉川

加地

高橋

坊本

高尾 瀬尾

2019年度版
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新商品

ＬＩＮＥ公式アカウント

ＬＩＮＥスタンプ

キャプスの公式ラインアカウント
ができました。新商品からお得な
割引情報まで最新の情報をお届け
いたします！LINEで是非友だち
追加登録してください♪

ゆるっと介護☆キャラクターズのLINEスタンプが
キャプスより新登場！

開設！

発売中！

LINE＠

LINEスタンプ

－ 20－ － 21－

１訪問介護又は共生型訪問介護（身体介護中心） 算定単位：1回につき

サービスコード
サービス内容 合成

単位 算　　定　　項　　目
種類 項目

11 4845 身体介護０１ 166 20 分未満の身体介護 166 単位
11 4846 身体介護０１・夜 208 
11 4847 身体介護０１・深 249 
11 4848 身体介護０１・２人 332 
11 4849 身体介護０１・２人・夜 415 
11 4850 身体介護０１・２人・深 498 
11 4145 身体０１生活１ 232 20 分未満の身体介護
11 4146 身体０１生活１・夜 290 ＋20 分以上45分未満の生活援助
11 4147 身体０１生活１・深 348 166＋ 66 単位
11 4148 身体０１生活１・２人 464 

※緊急時訪問介護加算を算定した場合に
限り算定可能11 4149 身体０１生活１・２人・夜 580 

11 4150 身体０１生活１・２人・深 696 
11 4169 身体０１生活２ 298 20 分未満の身体介護 
11 4170 身体０１生活２・夜 373 ＋45分以上70 分未満の生活援助
11 4171 身体０１生活２・深 447 166＋132 単位
11 4172 身体０１生活２・２人 596 

※緊急時訪問介護加算を算定した場合に
限り算定可能11 4173 身体０１生活２・２人・夜 745 

11 4174 身体０１生活２・２人・深 894 
11 4193 身体０１生活３ 364 20 分未満の身体介護 
11 4194 身体０１生活３・夜 455 ＋70 分以上の生活援助
11 4195 身体０１生活３・深 546 166＋198 単位
11 4196 身体０１生活３・２人 728 

※緊急時訪問介護加算を算定した場合に
限り算定可能11 4197 身体０１生活３・２人・夜 910 

11 4198 身体０１生活３・２人・深 1,092 
11 4551 身体介護０２ 166 20 分未満の身体介護 166 単位
11 4552 身体介護０２・夜 208 ※頻回の訪問として行う場合
11 4553 身体介護０２・深 249 
11 4554 身体介護０２・２人 332 
11 4555 身体介護０２・２人・夜 415 
11 4556 身体介護０２・２人・深 498 
11 4601 身体０２生活１ 232 20 分未満の身体介護
11 4602 身体０２生活１・夜 290 ＋20 分以上45分未満の生活援助
11 4603 身体０２生活１・深 348 166＋ 66 単位
11 4604 身体０２生活１・２人 464 ※頻回の訪問として行う場合

※緊急時訪問介護加算を算定した場合に
限り算定可能

11 4605 身体０２生活１・２人・夜 580 
11 4606 身体０２生活１・２人・深 696 
11 4646 身体０２生活２ 298 20 分未満の身体介護 
11 4647 身体０２生活２・夜 373 ＋45分以上70 分未満の生活援助
11 4648 身体０２生活２・深 447 166＋132 単位
11 4649 身体０２生活２・２人 596 ※頻回の訪問として行う場合

※緊急時訪問介護加算を算定した場合に
限り算定可能

11 4650 身体０２生活２・２人・夜 745 
11 4651 身体０２生活２・２人・深 894 

〔計算順〕基本単位×２人×夜朝・深夜

夜：夜朝（25％加算）
深：深夜（50％加算）
２人：× 200％

早朝：AM6 時～ 8 時夜間：PM6 時～10 時
深夜：PM10 時～AM6 時
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サービスコード
サービス内容 合成

単位 算　　定　　項　　目
種類 項目
11 4658 身体０２生活３ 364 20 分未満の身体介護 
11 4659 身体０２生活３・夜 455 ＋70 分以上の生活援助
11 4660 身体０２生活３・深 546 166＋198 単位
11 4661 身体０２生活３・２人 728 ※頻回の訪問として行う場合

※緊急時訪問介護加算を算定した場合に
限り算定可能

11 4662 身体０２生活３・２人・夜 910 
11 4663 身体０２生活３・２人・深 1,092 
11 1111 身体介護１ 249 20 分以上30 分未満の身体介護 
11 1112 身体介護１・夜 311 249 単位
11 1113 身体介護１・深 374 
11 1121 身体介護１・２人 498 
11 1122 身体介護１・２人・夜 623 
11 1123 身体介護１・２人・深 747 
11 4111 身体１生活１ 315 20 分以上30 分未満の身体介護 
11 4112 身体１生活１・夜 394 ＋20 分以上45分未満の生活援助
11 4113 身体１生活１・深 473 249＋ 66 単位
11 4121 身体１生活１・２人 630 
11 4122 身体１生活１・２人・夜 788 
11 4123 身体１生活１・２人・深 945 
11 4211 身体１生活２ 381 20 分以上30 分未満の身体介護 
11 4212 身体１生活２・夜 476 ＋45分以上70 分未満の生活援助
11 4213 身体１生活２・深 572 249＋132 単位
11 4221 身体１生活２・２人 762 
11 4222 身体１生活２・２人・夜 953 
11 4223 身体１生活２・２人・深 1,143 
11 4311 身体１生活３ 447 20 分以上30 分未満の身体介護 
11 4312 身体１生活３・夜 559 ＋70 分以上の生活援助
11 4313 身体１生活３・深 671 249＋198 単位
11 4321 身体１生活３・２人 894 
11 4322 身体１生活３・２人・夜 1,118 
11 4323 身体１生活３・２人・深 1,341 
11 1211 身体介護２ 395 30 分以上1時間未満の身体介護
11 1212 身体介護２・夜 494 395 単位
11 1213 身体介護２・深 593 
11 1221 身体介護２・２人 790 
11 1222 身体介護２・２人・夜 988 
11 1223 身体介護２・２人・深 1,185 
11 5111 身体２生活１ 461 30 分以上1時間未満の身体介護 
11 5112 身体２生活１・夜 576 ＋20 分以上45分未満の生活援助
11 5113 身体２生活１・深 692 395＋ 66 単位
11 5121 身体２生活１・２人 922 
11 5122 身体２生活１・２人・夜 1,153 
11 5123 身体２生活１・２人・深 1,383 
11 5211 身体２生活２ 527 30 分以上1時間未満の身体介護 
11 5212 身体２生活２・夜 659 ＋45分以上70 分未満の生活援助
11 5213 身体２生活２・深 791 395＋132 単位
11 5221 身体２生活２・２人 1,054 
11 5222 身体２生活２・２人・夜 1,318 
11 5223 身体２生活２・２人・深 1,581 
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