
新年おめでとうございます。
会員のみなさんにとって今年が良い年になりま

すようにと、お祈りいたします。
日ごろお世話になっているみなさまには、どう
か今年もよろしくお願いいたします。
結成35年目を迎えることになりました。私の人生

のほぼ半分を「家族の会」とともに歩んできたこと
になります。それは認知症の歴史でもあります。
養母の奇言奇行に驚き戸惑ったこと、家の中に
大便が落ちていたときの驚愕、初めて家族の集ま
りに行き仲間と出会ったときの安堵感、介護体験
の発表、厚生省（当時）への要望書提出、徐々に
高まる関心、介護保険の誕生、本人の訴えと理解
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となどが、部会の意見として厚労省に示されま
した。私たちは、繰り返し主張してきたように、
早期発見・早期対応の認知症ケアの原則に反す
る、オレンジプランの方向性とも矛盾すると思っ

ています。
養母の介護の経験が、私のその後の人生の基本

になりました。「ぼけても心は生きている」など
という言葉すらなかった時代だからやむを得ない
ことではあるのですが、養母の心を理解してやれ
なかったことが悔やまれます。だからこそ、認知
症ケアが充実することを願って「家族の会」とと
もに歩んできたのです。少しずつですが前進して
きたその歩みがここで停滞したように思えてなり
ません。
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認知症問題を世界共通の課題として施策の推進が
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品子厚生労働副大臣が、「日本は認知症の先進国」
として早期診断の促進などオレンジプランを説明
した、と報道されています。
世界の流れは、認知症ケアの充実です。「家族

の会」が言い続けてきている「ぼけても安心して
暮らせる社会」を世界中が願う時代になったと言
えるでしょう。
この世界の流れの中で、わが国の介護保険制度
はどうあるべきなのか？　介護保険部会での議論
が終わって、今度は国会で法律改定の議論へと移
ります。介護保険の停滞や後退がまだ決定したわ
けではありません。
今年も、「認知症になったとしても、介護する
側になったとしても、人としての尊厳が守られ
日々の暮らしが安穏に続けられなければならな
い」（「家族の会」の理念）を掲げて進みたいと思っ
ています。

代表理事

髙見国生
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新春企画
2014
漢字1文字で表わす
 私の気もち

「安」は「安心」の「安」、「安らぎ」の「安」です。
私の望みは、「安心の保障」です。「安心を保障せよ！安心を保障しな

いものは認めない！」と声を大にして言いたい。
原発の再稼動は認めません。まして、輸出などもってのほかです。「ヘ

イトスピーチ」は許してはなりません。アベノミクスも、特定秘密保護法
も駄目です。消費税増税の上に介護保険の負担増も、要支援の介護保険
はずしも駄目です。
逆に、安心が保障されるなら大抵のことは受け入れます。しかし、ズル

を認めるほどお人好しではありません。支給限度額の撤廃、利用者負担
の半減、又はゼロ等、具体策の明示と累進性の高い資産課税、所得課税
とのセットが条件です。安心の保障以外にこの国が生き延びる道はない
のです。

田部井康夫
（「家族の会」理事、介護保険・社会保障専門委員会委員長）

波平恵美子
（文化人類学者・お茶の水女子大学名誉教授）

　「生活改善　実感遠く」─年末に閣議決定された来年度政府予算案に対する京都
新聞の評です。消費増税分はどくに行くのか？（怒）
　介護保険の先行き不安だけでなく、暮らしのこと、原発のこと、平和のこと…、
私たちにとって気になることばかり。
　新年にあたり、今の気もちを漢字1文字で表わしてもらいました。

安

「ようねられた？」　にこっと笑って母が声を掛けてくれた。深夜３
時トイレ誘導に起こした母から出た一言。眠そうな私の顔を見かねて
のことだろう。ほのぼのとした気持ちになる。一人介護をしてもう８
年目。アルツハイマー型認知症、要介護4、90度に折れ曲がった体
は私の臍くらいまでしかない。それでも事あるごとに声掛けしてくれ
る。介護保険が始まって13年。デイサービスを使いながらここまで
頑張ってこられた。介護保険のお陰である。感謝の念でいっぱいだ。
ところが　である、ここにきて安心を保障する介護保険、社会保障制
度が一気に崩れようとしている。われわれ国民はいつも忍を強いられ
た生活を余儀なくされる。

小宮俊昭
（滋賀県支部、介護家族）忍 今回の改正には多くの疑問点があるが、予防給付の地域支援事業化

により介護保険の原理原則（保険料を払い認定を受ければ誰もが給付
を受けられる権利）が崩れることへの怒りが一番大きい。本来あるべ
き姿を見失った制度を維持することに果たして意味があるのだろうか。
見直しの度に何の検証もなく、反省もないまま新しいことが導入さ
れてきたという印象が強い。前回の改正で多くの反対意見を押し切っ
て導入した予防給付はその最たるものだと思う。国は「地域づくり」「助
け合い」と言うけれど、それだけで解決しないこともある。保険と福祉
でこれからの社会をどう支えていくのか、真剣に国民全体で考えてい
くべき時が来たのではないか。

●想像すること構想することから退くな
社会福祉とは、貧富の格差とそれによる生活慣習や価値観の違いを

できるだけ小さくし、その矛盾を解決するために成立した。
この思想の基本となるべき「応分の負担」本来の意味が今軽視され
ようとしている。「応分の」ということの判断の困難さに、政治や行政
がたじろいでいる。介護保険や医療保険では、各自の負担の割合はあ
るところで線引きされ、社会の成員を平等かつ公正に扱っていること
の証明とされる。
社会福祉における「自助」「応分」とは、単なる財政上の数字合わせ

のための線引きではなく、個々のケースにおける個人と家族の置かれ
る状況を「想う」こと、結果を想像し、全体を予想すること、そして、
結果に絶えず目を配りつつ新たな方策を構想することなのである。

吉田乃美
（シルバー新報編集部）

崩

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

「当事者よ、

 怒りの声をあげよう」

へそ

想
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支部だよりにみる

（60歳の兄を介護する筒井さんです）

●宮崎から高知へ
7月に宮崎の兄夫婦家族と母と私で先生

（主治医）のお話を聞き、家族会議を開いた
のですが、兄の妻からは「介護は絶対嫌、
離婚してくれ」と耳を疑うような言葉が聞か
れました。
高齢の両親と私で、高知での兄の介護が
始まりました。約１週間ほど、「何で私が兄
の介護をしなくてはいけないのか」と悩んで
泣き暮らし、主人が「辛いのはお前だけで
はない」と慰めてくれても八つ当たりする始
末でした。
心のバランスを崩しかけておりました私

は、友人に話を聞いてもらい、バランスを保
つことができました。友人の一人から市役所
の福祉課に連絡をしてみてはと、アドバイス
をいただきました。その時に、社会福祉士さ
んは成年後見人の手続きも進めなさいと助
言をしてくれました。
まだ私の不安は拭い切れないので、若年
性認知症コールセンターに連絡した数日後、
コールセンター・家族会に電話をして話を
聞いてもらいました。「自分一人で抱え込ん
だら駄目、いつでも相談の電話をしてくださ
い」と励ましていただきました。

●兄の成年後見人に
新薬を投薬して数日後の未明に、激しい

興奮状態が出てしまい、母が普通の口調で
朝ご飯のことを告げると、立腹して最初の徘
徊が出ました。その日の午前10時頃に地域
包括支援センターの保健師さんから介護保
険のことで電話があった際に、徘徊で行方
が分からなくなっていることを話すと「早急
に病院に連絡して、警察に捜索願いを出し

なさい」と、教えてくださいました。捜索願
いを警察に届けて、30分後位に母から連絡
があり、兄は迷いながら3時間歩いて15キロ
離れた叔父の家に行っていることが判明し
ました。その日にGPS機能付き携帯電話を
購入しました。数日後、保健師さんと社会
福祉士さんが家庭訪問してくださいました。
主人に了承してもらい、週末だけの介護
生活が始まりました。週末は父と、特に母の
負担を軽くするために私が実家に帰ることに
しました。
介護認定で要介護2の通知が来た時に保

健師さんはデイサービスを勧めてくれました
が、まだ、ご近所の民生委員さんと兄の幼
なじみのご夫妻にしか兄の病名をお知らせ
していなかったので、ご近所に病気のこと
が分かってしまうと両親は決めかねていまし
た。
父は自分の病気、年齢のことを、母は年
齢のことを考え、私に兄の成年後見人にな
ることを勧めました。書類を取り寄せて、自
分でできることはすべてやって、主治医の先
生に鑑定をお願いしました。成年後見人に
なれたのは翌年2月でした。

●自分はまだ自衛隊員
兄は病名を告知されて少したった時、自

分はまだ自衛隊員で、基地で勤めていると
思っているようでした。主人のことを小隊
長と呼び、父のことを隊長と呼んでおりまし
た。私のことを女性隊員と間違えてみたり、
自宅前の県道が滑走路に見えて戦闘機が着
陸すると言ってみたりすることがありまし
た。夕暮れ時になると、自分が何処にいるの
か分からなくなり、荷物をまとめて、「営舎
に帰ります。お世話になりました」と実家か
ら出て行こうとすることが多々ありました。

「若年性認知症の兄に寄り添って・・・」
　　　　　　　　　　　　　　高知市　筒井桂子

125
北

南
から

から
高知県

今回は

高知支部版
（2013年12月号）
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会員さん

からの

お便り

母とは仲良くなくて…

77歳の母は介護認定を受けたばかりで、
介護サービスはすべてこれからです。まだ
アルツハイマーの初期ですが、日々母が言
う様々なことで、混乱が生じています。
元々、母とはあまり仲が良くないので、

これから先が思いやられます。私自身がヘ
ルパー２級を持っていますので、認知症の
基礎的な知識はあるつもりですが、母の事
を大事に思い、母の気持ちになって…とい
う心境にはなれません。「家族の会」に入会
し、いろんな情報を知り、少しでも良い対
処ができればと思っています。

東京都・Ｓさん　49 歳　女

岐阜県・Ｍさん　69 歳　女

病気が治らなくても
穏やかに

宮崎県・Ｗさん　46 歳　女

入会しないですむなら…

埼玉県・Ａさん　47 歳　女

本当に認知症？

パーキンソン病の72歳の夫は、平成24年
５月にレビー小体型認知症と診断されまし
た。私は恥ずかしいですが、初めて聞く認
知症で、なかなか理解できず、どう対応し
てよいかわからず混乱しています。
今年５月、私の1ヵ月の入院があり、その

時ショートにお願いしましたが、我が家に
帰った夫は認知症がひどくなっていました。
昼間は案外穏やかですが、夜中になると

「誰かの声がした」「ノックの音がした」と
幻聴があり、ベッドから起き、家の中、２
階まで各室全部懐中電灯を持って見て回り
ます。途中で歩けなくなり、転倒し、うず
くまって止まり、起き上がらせるのに大変
です。私一人ではダメなので、息子を起こ
しベッドへ連れて行きますが、ヘトヘトで
す。私に対しても「誰かと寝ていた」「何か
隠している」「誰かにピンクの10万の着物を
もらっただろう」とか全くとんでもないこと
を言うのでビックリし、怒りが出てしまい
ます。気分転換にと思い、昼間、ドライブ、
買い物、映画、美術館にと一生懸命やって
いるのに、こんな事言われるのかと悔しく
て、悲しくて泣けてきます。
否定はいけないこともよーくわかってい

ますし、我慢もしていますが、時には腹も
立ち、荒々しい言葉も出てしまいます。病
気は治らないのですが、介護する私や家族
が少しでも気持ちが楽になればと願ってい
ます。穏やかに介護がしたいです。

正直言って、入会しないですむなら入
会したくない気持ちもあります。認知症を
受け入れられない気持ちがまだあるようで
す。つどいに実際行ってみて、父もどんど

78歳の母は９月に前頭側頭型認知症と診
断されましたが、本当にそうなのか疑って
います。
30年以上前から、うつや不安の薬を常用

していて、少しずつ人格が変わってきたし、
あまり物忘れがないので、人格障害かと
思っていました。愚痴か泣き言しか言わな
いので、私は精神的に辛いのですが、姉が
母を施設に入れることに反対するので困っ
ています。

●編集委員会より
「レビー小体型認知症家族を支える会」のホームページを紹介しま
す 〉http://www.dlbf.jp/
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鳥取県・Ｋさん　48 歳　女

今までの母は
もういない？

ピック病と診断された73歳の母の急激な
変化に戸惑いました。今までの母はもうい
ません。まるで新しい母が我が家にやって
来たようです。母が亡くなってしまったよ
うで、涙する日々が続きました。
母の事を心配していた父が今年の６月、
肺がんで亡くなりました。老健への入所を
目指して母はショートステイを使っていま
す。10月に肺炎になり入院しましたが、よ
く動くということで付き添いが必要と言わ
れ、姉と交代で付き添い、大変でした。

岩手県・Ｙさん　64 歳　男

認知症だとわからずに

富山県・Ａさん　52 歳　女

これでいいんですよね 愛知県・Ｓさん　61 歳　女

夫を思うと
胸がはりさけそう

89歳の母は今年３月にアルツハイマー型
認知症と診断されました。
物盗られ妄想が激しく、家族が振り回さ

れました。初めは認知症と気づかなかった
ので、泥棒呼ばわりされることに傷ついた
り、怒ったりしていました。

母からすれば、「帰りたい」という思いと「子
供に迷惑をかけたくない」という思いが混
ざり合っていると思います。流れに沿って、
無理のないように進めてきた結果、現在
があるので、これでいいんだという気持ち
でいます。たまに会いに行っても、いつも
眠っていますが、デイサービスで忙しかっ
た在宅の70歳代を思うと、お互いにこれで
いいよねと勝手に思っています。割り切る
のも介護のコツかもしれませんね。

ん悪くなってしまうのだと宣告されたよう
にも思えます。
しかし、自分や母、父のためにも勉強を
しなければならないので、入会を継続をし
てみることにしました。毎日、腹が立つこ
とがあって、こちらもストレスがたまるの
で、どうやって気分を保てるかが課題です。

母がお世話になっている特養で半年に１
回のカンファレンスがありました。母のこ
れからのケアについて丁寧に説明して下さ
いました。３年前のゴールデンウィーク明
けに入所して以来、本当によくしてもらい、
誤嚥することもなく、水分の補給、栄養の
ある食事、トイレの誘導、リハビリなど様々
なケアが行き届いています。また、いつも
温度や湿度調整された部屋で肺炎になるこ
ともなく、穏やかに過ごさせてもらってい
ます。
しゃべれないので、母がどう思っている
かわかりませんが、しっかりしていた頃の

66歳の夫はアルツハイマー型認知症と診
断されて2年たち、要支援１から要介護１
にまで進行しました。先生からはデイサー
ビスに行った方がよいと言われていますが、
本人が行きたがらないので困っています。
これから先の事を考えると、不安で眠れ
ません。どんなふうに支えていったらよい
かわかりません。夫が毎日どんな気持ちで
いるかと思うと胸がはりさけそうになりま
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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「地域包括ケアシステムの構築こそが最大の課
題」と「範囲の適正化等による介護サービスの効
率化及び重点化を図る」の基本方針を基に、12月
20日の社会保障審議会介護保険部会において、こ
の国民会議報告書（以下、報告書）を受けての「支
援者は地域支援事業で市町村が対応」などの介護
保険の見直しに関する意見がまとめられました。
（「家族の会」副代表の勝田登志子委員は反対）こ
の要支援者の実態にそぐわない見直しの内容と利
用者の状況をお伝えします。

●�地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援
事業の見直し

〈報告書の中身〉
報告書の「第２部�社会保障４分野の改革」の中

の「介護保険制度改革　Ⅱ�医療・介護分野の改革」
では以下のような内容がしめされています。「介護
保険給付と地域支援事業の在り方を見直すべきで
ある。地域支援事業については、地域包括ケアの
一翼を担うにふさわしい質を備えた効率的な事業
（地域包括推進事業（仮称））として再構築すると
ともに、要支援者に対する介護予防給付について、
市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組等を
積極的に活用しながら柔軟かつ効率的にサービス
を提供できるよう、受け皿を確保しながら新たな
地域包括推進事業（仮称）に段階的に移行させて
いくべきである」としています。
〈要支援者の実態〉
市町村裁量によるサービスが受け皿となるの

で、地域の資源事情などによる格差や、上限のあ
る財源を設け、費用の抑制ありきなので、十分な
サービス提供がされないことが懸念されます。ま

た、地域の高齢者の支え合いやボランティアの活
用では質の確保の困難性も心配されます。
要支援と認定されてしまった初期の認知症の

人が在宅生活を継続できているのは、ヘルパーや
デイサービスなどの専門職が、認知症の対応につ
いての技術を持っているからです。そもそも、要
介護度の境目は非常にあいまいで、状態がほとん
ど変わらなくてもチェック項目が１つか２つ変わ
るだけで要介護と要支援をいったりきたりしてい
ます。その度に担当のケアマネが変わり、利用者
は不安に感じたり書類手続きの煩わしさがあるの
に、今後は馴染みの関係ができているデイサービ
スやヘルパーの事業所まで変わらなくてはいけな
くなりそうです。

●�「介護予防」は行政の勝手な呼び名
利用者からすれば、何らかの不自由を抱えなが

ら暮らし続けているだけで、介護か予防かで不自
由さが変わるわけではありません。あいまいな介
護度で暮らしをころころ変えられたのではたまり
ません。認知症の初期であればなおさらです。
一方で、訪問看護やリハビリ、ショートステイ

などのサービスは、必ずしも多様な主体による柔
軟な取り組みに馴染まないことから、引き続き介
護保険によるサービスを継続することが適当であ
ると当初の方針が変更されています。　
このように、報告書はあまりにも給付抑制が優
先され、「介護の社会化」を掲げ介護を必要とす
る本人と家族を支えてきた、介護保険制度を停滞
させるものと考えられますが、介護保険部会では
見直し全般については概ね意見は一致したとまと
められています。国民や専門家から出ている「反
対」の声は聞こえないふりなのでしょうか。「認知
症があっても住み慣れた町で安心して暮らせる」
ための介護保険制度が継続されることを「家族の
会」は希望します。� （竹中織恵）

要支援者は地域支援事業で
市町村が対応─「家族の会」は反対─

介護保険　後退の背景に
「国民会議」報告

連 載3
その中身を見る
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丹野智文さんは39歳。寺嶋浩さんと一緒に宮
城県支部の若年のつどい担当世話人の若生栄子さ
んと初参加しました。
「認知症と言われた後は泣いてばかりいました」

「認知症・宮城」とインターネットで検索したら「家
族の会」が出てきました。早速電話すると「つど
いにきたら……」と誘われ参加し、あたたかく受
け入れてもらいました。「車のトップセールスマ
ンでしたが、顔が思い出せなくなって失敗。職場
で現在は事務をしています。妻や子どもにも病気
のことは話をし理解してもらいました」。

恒例のお国じまん大会では、寺嶋浩さんが「オー
ソレミオ」を歌声高らかに聞かせてくれました。
歌だけでなくハーモニカもお上手でした。
 　

１．認知症を正しく理解してほしい！
２．社会の偏見をなくそう
３．誰もが気軽に来られる居場所
	 （認知症カフェ）がほしい
４．認知症でも働き続けたい
　　・	その人に合った仕事をさせてほしい
　　	・	それを支える社会制度を作ってほし

い
５．認知症があってもその人の能力を活かせる仕事を続けたい
　　	・若い人のサポートができます

秋の交流会は晴天に恵まれ、本人９名
を含む、家族・サポーター総勢32名で
開催されました。
「元気だった」「元気だったよ」と笑顔

が集まって秋の交流会は始まりました。
話し合いでは、就労のあり方についてな
ど活発な意見が出ました。

参加者全員で季節の「柿」を思い思い
に描き、大きな絵手紙にし、「来春、ま
た会いましょう」と楽しい思い出を胸に
宮城、千葉、広島、大阪、岐阜への帰途
につきました。
 （富山県支部　勝田登志子）

埼玉◉2月26日㈬ 午前11:00〜午後1:00
／若年のつどい・大宮（北区）→地域包
括支援センター諏訪の苑
千葉◉2月9日㈰ 午後1:00〜3:30／若年
のつどい→千葉県社会福祉センター
神奈 川◉2月22日㈯ 午前11:00〜午後
3:00／若年期よこすかのつどい→横須
賀市立総合福祉会館
富山◉2月1日㈯ 午後1:00〜3:30／てる
てるぼうずの会→サンフォルテ

岐阜◉2月16日㈰ 午前11:00〜午後3:30
／各務原市のつどい→ニッケかかみ野苑
愛知◉2月8日㈯ 午後1:30〜4:00／元気
かい→東海市しあわせ村
滋賀◉2月12日㈬ 午前10:00〜午後2:00
／ピアカウンセリング→成人病センター
職員会館
鳥取◉2月4日㈫ 午前9:30〜11:30／江
府町江尾の会→総合健康福祉センター
◦2月23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
広島◉2月1日㈯ 午前11:00〜午後3:30
／陽溜まりの会東部→福山すこやかセン
ター

◦2月8日㈯ 午前11:00〜午後3:30／陽溜
まりの会広島→中区地域福祉センター
◦2月22日㈯ 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）
福岡◉2月5日㈬ 午前10:00〜午後0:30／
若年性認知症の人と介護家族のつどい→
福岡市民福祉プラザ
熊本◉2月8日㈯ 午後1:30〜4:00／若年
期認知症のつどい→熊本県認知症コール
センター
宮崎◉2月10日㈪ 午前11:00〜午後2:00
／本人交流会「今日も語ろう会」→よか
よか
 詳細は各支部まで

交流の場交流の場

今月の本人 「全国本人交流会」10/18〜20開催（第14回笹川のつどい）

社会に訴えたいこと

絵手紙をバックに
みんな一緒に
ハイポーズ！

大きな絵手紙にはたくさんの
柿を描きました

寺嶋さん夫妻（左）と若生さん
寺嶋さんのハーモニカ伴奏で小菅さ
んが歌いました
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