
今年の世界アルツハイマー月間にあたり、
「家族の会」本部は新しい取り組みを展開し
ました。
一つ目は、9月21日、ＪＲ京都駅前の京都

タワーを認知症支援のシンボルカラー、オレ
ンジに染めるライトアップ。午後6時半に点
灯され、白いタワーが徐々にオレンジ色に染
まり、7時過ぎには完全にオレンジに。幻想

的な姿に大勢の市民や
観光客が見上げ、写真
撮影をしていました。
毎日・朝日・京都新聞
にカラー写真で紹介さ
れ、認知症理解を広め
る大きな活動となりま
した。二つ目は、京都
駅前の電光掲示モニ

ターで、啓発メッセージを3日間提示。三つ
目は、製薬会社の協力を得て新調した横断幕。
本部事務局の会館に掲げるとともに、全国の
支部にも配付し、統一行動で活躍しました。
四つ目は、医師や本人・介護家族からのメッ
セージを伝えるＤＶＤを作成し、各地の記念
講演会で上映。「病気のこと、思いがわかる」
と参加者にも好評でした。

谷向知医師は講演で、アルツハイマー病の診断基
準が「ものを忘れる」ということから、生活障害と
してとらえることが基準の第１位となったことを紹
介しました。その生活障害への対応もわかりやすく
話され、興味深く聞かせていただきました。
若年認知症本人の藤田和子さんは、「認知症の自
分を理解してくれる人がたくさんいる場所が、私の
過ごしたい場所」そして、「認知症の人がいて当たり

前と、地域の人に思ってほしい」と言います。誰で
も認知症になる可能性があるという現実を見つめれ
ば、他人ごとではない、私たちの願いではないでしょ
うか。
シンポジウムでは、「カフェ」「デイサービス」「つ

どい」の現状・役割が語られました。それぞれが有
機的にバトンタッチし、つながることの重要性、行
政も巻き込み社会を変えていく取り組みが始まって
いるとの報告で締めくくられました。
京都から発信された新しい動きへの報告に期待が
膨らみました。� （京都府支部世話人　竹中織恵）

認知症になると、次第に「自分のことを自分で決
めること」（自己決定）ができなくなり、「家族が代
わりに決めること」（代理決定）になります。その際
の自己決定と代理決定の「倫理的な違い」などをめ
ぐり、倫理・法的な面から解説いただきました。
「私のホントの気持ちに耳を傾ける大切さ」を強調

した上で、「適切な代理判断」のため「事前指示書」（「私
の４つの願い」）を提唱されました。「望む医療処置」
「残された人生をどのようにしたいか」などを「自分
が決めることができるうち」に明らかにするもので、
併せて、定期的に書き直すなどの留意点が紹介され
ました。
認知症に伴い本人や家族等が必ず直面する課題だ

けに、大変参考となりました。
� （東京都支部世話人　井田正夫）

 京都・東京の講演会紹介� 〉各支部でも記念講演会が開かれています

講演、本人の思い、
シンポジウム

講演：箕岡真子氏
（東京大学大学院医療倫理学分野・客員研究員）

京都

東京

世界
アルツハイマー
月間・京都

京都タワー、
オレンジに染まる
初の企画・認知症支援訴える

オレンジに染まった京都タワー

▲点灯前のセレモニー　
（写真左から早川一光顧問、髙見
国生代表、タワーマスコットキャ
ラクターたわわちゃん）

タワーをバックにＪＲ京都
駅前でリーフレット配布

点灯セレモニーには
90名を超える人が参加
▼

「ぽ〜れぽ〜れ」通巻399号●2013年10月25日発行（第３種郵便物認可）

3



会員さん

からの

お便り

埼玉県・Ｏさん　60 歳　女

傷ついています

静岡県・Ｉさん　88 歳　男

老老介護です
石川県・Ｙさん　50 歳　女

家族の心に寄り添いたい

大分県・Ｔさん　68 歳　女

落ち込みます

山形県・Ｔさん　57 歳　女

長生きしてほしい

61歳の夫は脳血管性認知症と診断され、
要介護１です。
夫以外に姑も要介護１で認知症です。認
定を受けてから約４ヵ月、姑がやっとサー
ビス利用につながり、ほっとしています。
薬やお金の管理以外の介護はありません

が、義父に対しての姑の言葉に嫁の私も傷
つき、胃かいようになってしまい治療中で
す。

82歳の妻は要介護４。家で４年間介護し
ていましたが、できなくなりましたので、
老健施設に今年４月より入所させました。
月５～６回会いに行きます。家へ帰りたが
りますが、私も高齢で介護できませんので、
施設にいてもらっています。時々アルバム
や本を持って行って、記憶をよみがえらせ
ています。

現在ケアマネをさせて頂いております。
認知症の方を支えるにはまず、ご家族を支
えなくてはいけないと常々考えております。
時々しかお会いできないご家族の心に寄

り添う為には、ぽ～れぽ～れの介護体験や
会員さんからのお便りがとても参考になり
ます。今後も認知症のご本人はもとより、
ご家族も支えていけるようなケアマネであ
りたいと思っております。
時間の調整がつかず、なかなか「つどい」

にも参加できませんが、「家族の会」の一
員になれたことを嬉しく思っています。

平成10年にアルツハイマー型認知症と診
断された83歳の夫は、就寝前の歯みがき等
を億劫がり、注意すると、突然大声で怒り
出してまるで別人のようになる。気をつけて
対応しているのですが、こちらの方が情け
なくて落ち込みます。こんなこと、人様に
話すこともできず、ひとりで抱え込むことに
なって、辛いと思う日が多くなりました。

要介護５の認定を受けている実母を介護
しています。内臓が丈夫なので、薬がよく
効きます。新薬の「リバスタッチ」と「メマ
リー」を使っています。食事もうまくとれな
かった母が、おかゆ、おかず、水分も上手
に飲み込みができるようになりました。話も
よくし、ひとりで１時間も話しています。表
情も豊かで、とても10年以上認知症を患っ
ているとは思えません。認知症対応型デイ
サービスにも行っているので、いい刺激に
もなっていると思います。今年で84歳にな
りますが、何年生きられるか楽しみです。
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新潟県・N さん　54 歳　女

転倒骨折を繰り返しても

広島県・Ｓさん　78 歳　男

すばらしい笑顔

熊本県・Ｔさん　63 歳　女

認知症の一人暮らしは
無理？

アルツハイマー型認知症の72歳の母は、
自分でお迎えまでに身支度することができ
ないため、デイサービスは、介護者である
私が朝の仕事のない日に利用しているの
で、週３回が限界です。
それ以外の日は、食事をする以外はほと

んど寝ているので、病気が進行しないか心
配です。

茨城県・Ｉさん　42 歳　女

病気の進行が心配

「お世話になりました。家に帰りますわ」
と１日に数度となく繰り返し、夜中から早
朝まで玄関を探して家中を歩きます。
昨年末に恥骨骨折、今年４月に腕を骨折

し手術。入院中は安静を保てず付き添いま
した。1日中は無理なので、半日か夜だけ
にしてもらいました。夜電話で病院に向か
うと、ナースステーションで車椅子の姿に、
看護師に申し訳ないと思うし、これからに
対して不安が増して悲しくなりました。
今回の入院で私の負担は増しましたが、

娘達が協力してくれたし、夫は以前より
サービスの利用に理解を示してくれるよう
になりました。
再度、転倒の注意指導後に退院となりま

したが、帰宅後すぐに包帯とシーネ（添え
木）をはずし、外に…。
スーパーおばあさんに、お手上げです。

私の妻はアルツハイマー型認知症です。
グループホームに入居していて車椅子の生
活です。失語の症状があり、全てにおいて
介助が必要です。ほぼ１日おきに昼食の介
助に行っています。食事には１時間近くを
要します。
このことでいろんなことを発見しました。
食べ方を覚えていること、時には笑顔にな
るし、単語も出ます。「はい」とか「バカ」
とか。状況によってはすばらしい表情にな
ります。
先日は、グループホームに慰問があり、「瀬

戸の花嫁」を二人で歌いました。その時の
妻はとびっきりの笑顔でした。

父が亡くなって、一人暮らしになったア
ルツハイマー型認知症の母は86歳です。５
年間、私達姉妹が10日間ずつ、熊本と東京
から通っています。あいだの10日間はヘル
パーさんに依頼しています。我が家で、好
きなように生活をしたいという本人で、デ
イサービスは拒否です。
ケアマネジャーは施設をすすめますが、
認知症で一人暮らしは無理なのでしょう
か？　自分らしく暮らしたいと願うのは、
わがままですか？
被害妄想がひどくなってきていて対応に

苦しんでいます。

■お便りで紹介した人へのお返事を「家族の会」編集
委員会宛にお寄せください。

〒 602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下ル京都社会福祉会館内
FAX.075-811-8188　E メール  office@alzheimer.or.jp

お待ちしています！
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流れにもの申す!

安心して暮らせる
社会保障制度への

希望を描こう
「家族の会」理事、

介護保険・社会保障専門委員会委員長
田部井康夫

連 載

介護保険・社会保障情報 最終回6

冷たい風が強まっている？
国の財政を社会保障費が圧迫している。だか

ら、負担を増やし給付も減らそう、という主張
がまかりとおっています。自分とは無縁なこと
だと思っている人たちだけでなく、関係者の間
にも、仕方がない、という空気が蔓延している
ように思えます。

負担増・給付削減に効果は期待できない
では、負担増・給付抑制に効果は期待できる
のでしょうか。要支援の足切りにより初期の人
はサービスを奪われ、負担増は軽度の人のサー
ビス抑制を招きます。重度化が速まり、保険財
政からの支出が増大します。認知症ケアの原則
に反し、厚生労働省の政策とも矛盾する負担増・
給付抑制策は、給付費削減の目的に沿うどころ
か逆行するものです。

増税による財源の使い道の不透明さ
８％への消費税増税の実施が決まりました。
しかし、増税分を組み込んだ社会保障制度の全
体像は一向に示されないままです。悪くても現
行の水準は維持される、との大方の期待に反し
て、増税と負担増・給付抑制の二重負担の提案
が相次ぐ現状は、期待はずれを超えて背信的と
も言えます。出されるのは、現金給付などの一
時的、その場しのぎ的な政策ばかりです。消費
税増税の目的とその使い道は、曖昧さの度を増
しています。

経済成長にも期待はできない
その一方で、目立つのは経済対策です。増税

しておいて、新たな経済対策に出費するのは、
増税分を転用するのと同じことです。企業だけ
は、被災地のための復興特別税もいち早く免除
されそうです。その理屈は、経済成長の果実だ
けが社会保障の財源、という旧態然とした考え
です。しかし、多少の経済対策で企業が元気に
なり、経済成長が実現するほど時代は単純では
ありません。成熟社会の日本では、高い経済成
長は幻想に過ぎないとの意見もよく耳にします。
成長という幻想を追い求めた挙句、気が付いて
みれば、国の財政はますます逼迫し、社会保障
はやせ細っている事態を危惧するのは私だけで
しょうか。

福祉が社会のあり方を牽引する時代に
そんな幻想を追い求めるのはやめ、社会保障

を充実することを最優先すべきだと私は考えま
す。負担増・給付削減策は即刻やめる。その上
で、目指すべき社会保障の姿を示す。財源は、
消費税のような逆進的な負担ではなく、累進的
な負担を、企業にも個人にもしてもらう。安心
の保障が健全な消費を生み、経済を活性化させ
る。それを一歩ずつ前に進めて安心して暮らせ
る社会保障を実現してゆく。まず福祉ありき。
福祉が社会のあり方を牽引するのです。そんな
穏やかな社会、暮らしこそが私たちの望む姿で
はないでしょうか。
「僕は出来ると思う。なぜなら、僕らが今それ
を考えているのだから」（宮沢賢治）
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「ケアでつながる地球家族」「ケアでつながる地球家族」
国際交流委員会発国際交流委員会発

■認知症施策の必要性を強く訴える創刊号
パキスタンのアルツハイマー協会から、会報第１号が送られ

てきました。設立から12年、認知症についての啓発と社会のネッ
トワークをつくることを目的としての創刊です。
外務大臣や協会の代表たちが笑顔で並ぶカラフルな表紙を開

けると、2012年の活動の記事と写真が10ページにわたって
びっしり。
協会が運営するデイケアセンタ―の様子、家族向けの月例相

談会、電話相談、報道関係者と政治家対象の認知症ワークショッ
プ、アルツハイマー月間協賛メモリーウォーク等々。ぽ〜れぽ〜
れと重なるところがありますが、異なるのは、本人や家族から

の投稿や、若年性認知症に関する記
事がないこと、全16ページ中4ペー
ジが、タイヤや食用油等の全面広告
に使われていることです。
編集長のフセインさんは、ページ

数が足りなくて活動の一部だけしか
載せられなかったとコメントしてい
ます。
パキスタンの人口は約1億8,500万人、認知症の人は100
万人といわれ、今後の急増が予測されています。会報は、社会
保障や医療介護サービス等が整備されないままに高齢社会を迎
える危機感と、認知症施策の充実を強く訴えています。
会報とともに、協会の活動が一層発展することを願って、ぽ

〜れぽ〜れ編集委員会からも創刊のお祝いメールを送りました。
� （国際交流委員・鷲巣典代）

支部では、毎月第１・３木曜日に若年期認知症のつど
い「翼」を開いています。７月４日の第１木曜日は、本
人と家族が一緒になって楽しむ日。翼合唱団のレッスン
とフォークダンス。青春時代を思い出しながら、みんな

で手をつないで汗ばむほど楽しみました。
18日（木）は、本人と家族に分かれてのつどい。本
人は、サポーターと一緒に卓球や風船バレーを楽しみ、
家族は、最近の様子や薬、施設のことなどを話し合い
ました。参加者は、「ここへ来ると元気になって帰れる」
と喜んでいます。

宮城県
支部第１・３木曜日は若年期の日

ちば認知症相談コールセンターが受けた2012年度の
電話相談869件の分析を相談員で行いました。その結果
の報告と共に、相談員の「つぶやき」も紹介されています。
「若い方からの相談も多く心が痛みます」「電話のベルの

音に緊張します。緊張感が伝わらないように、“ハーイ”
と柔らかく声を出して受話器を取ります」「かつての自
分を振り返りながら、一緒に考えてみようと思っている
のですが…」
このようなつぶやきが、真摯に対応している電話相談
員の姿を浮き彫りにしているようです。

千葉県
支部電話相談員のつぶやき

７月27日、江府町の旧俣野小学校で、本人と家族の
つどい「俣野カフェ」を、県内から33名の参加で開催
しました。本人タイムでは「うたなぞなぞ」遊びを楽
しみ、交流タイムは介護家族の話し合いでした。

この日の昼食は、参加者からの希望が多かったそう
めん流しとおにぎり。地元池ノ内の方が用意してくだ
さった全長８ｍの青竹を使ったそうめん流しは圧巻で
した。
地域の方の温かい心と美しい木造校舎のぬくもりに
包まれての本人と家族のつどいでした。

鳥取県
支部圧巻　全長８ｍのそうめん流し

パキスタンの巻

認知症理解普及促進事業として、鹿屋市と霧島市で家
族介護者交流会が開かれ、水流凉子代表が参加しました。
７月３日は鹿屋市で、24日には初めて霧島市国分総
合福祉センターで開催されました。霧島市では、会員

11名を含む36名が参加しました。
6つのグループに分かれ、介護状況や悩み、困ってい

ることなどについて話し合いがされました。
交流会の最後に、水流代表の「今日来てよかった人？」

の質問に、大多数の挙手と「ハーイ」の返事。主催者
にも嬉しい回答が返ってきました。

鹿児島
県支部今日来てよかった人？
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宮城◉11月7日㈭・21日㈭�午前10:30
〜午後3:00／翼（本人・若年）のつどい
→泉社会福祉センター
神奈川◉11月17日㈰�午前11:00〜午後
3:00／若年期本人・家族のつどい→
ほっとぽっと
富山◉11月2日㈯�午後1:00〜3:30／て
るてるぼうずの会→サンフォルテ
岐 阜 ◉11月17日 ㈰� 午前11:00〜午後

3:30／各務原市つどい→ニッケかかみ
野苑
静岡◉11月12日㈫�午前10:00〜正午／
若年性認知症の人と家族のつどい→富
士市フィランセ西館
滋 賀 ◉11月13日 ㈬� 午前10:00〜午後
2:00／ピアカウンセリング→県立成人
病センター職員会館
京都◉11月17日㈰� 午後1:30〜3:30／
若年のつどい→京都社会福祉会館
奈良◉11月2日㈯�午後1:00〜3:30／若
年のつどい→奈良市ボランティアセン
ター

鳥 取 ◉11月24日 ㈰� 午前11:00〜午後
3:00／にっこりの会→笑い庵カフェ&
マルシェ（米子市）
広島◉11月23日（土・祝）� 午前11:00〜午後
3:30／陽溜まりの会西部→あいプラザ
（廿日市市）
熊本◉11月2日㈯�午後1:30〜4:00／若
年期認知症のつどい→県認知症コール
センター

� 詳細は各支部まで

交流の場交流の場

今月の本人 佐賀県支部の本人・若年・家族のつどい参加者

今年度佐賀県より助成金をいただき、これまでの家
族だけから、本人と担当ケアマネジャーも参加できる
つどいにしました。会場は、経験豊富な職員が多く、
体調の変化などにも対応できる「きんりゅうケアセン
ター桂寿苑」をお借りすることにしました。ポスター
や会場では、認知症という言葉は使わないと決め、具
体的にどのような会にするか検討を重ねました。
7月21日、当日の参加者は、本人と家族さんで41
名、スタッフ37名。全員名札（ワッペン）を胸に貼り、

会場は季節を考慮し、夏祭りの雰囲気で「皆で楽しい
ひとときを過ごす」をモットーに会を進めました。
午前中は歌声喫茶。昼食は、桂寿苑シェフによる二
種類の焼きそば、カレー、フレンチドッグ、スイカ、
かき氷、ジュース。また、森久美子代表手作りのい
なりずし、お赤飯など。好みの食事を楽しみながらお
しゃべりに花が咲き、初対面の人も時間の経過ととも
に交流し、話は尽きませんでした。その後、笑いヨガ
とビンゴゲームでお開きとなりました。
� （佐賀県支部　田渕康子）

つどい開催までと当日…

笑いヨガで笑いが
とまりません

◦楽しかった、たのしかった。
◦おいしかった。
◦うたがよかった。
◦知らない人とたくさん話した。
◦おもしろかったよ。

本人の声…

家族の声…

●�家族総出で参加しました。歌がすきなのでよかった。
●主人が涙を流して喜んでいました。
●�会場が明るくスタッフが協力的で本当に参加して
よかったです。他の地域でもこんな会が開けると
よいと思いました。

●�いろんな人と接し色んな会話ができました。苦し
いのは私だけではないと思いました。
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