
「会」のアピールに基づき
発言しました

昨年12月20日の介護保険部会は、「介護保険制
度の見直しに関する意見」をまとめました。内容
は①要支援1・2のうち６割を占める通所介護と訪
問介護を介護給付から外し、地域支援事業（市町
村事業）に移行する。②特別養護老人ホームの入
所を要介護度３以上に限定する。③一定所得（年
金収入で280万円）以上の人の利用料を２割負担
に、などという内容でした。「家族の会」として
10月の支部代表者会議アピールとは全く相容れな
いものだったので、｢反対｣と表明しました。委
員26名の中で反対を表明したのは、一人でした。
多くの委員は｢了承します。しかし、不安や懸念
が多くあります｣という立場でした。

部会の中で強調したことは、①要支援を地域支
援事業に移行することについて、認知症施策推進
５か年計画（オレンジプラン）との整合性がない
こと。②地域支援事業では、「多様な主体による
柔軟な取り組みにより、効果的かつ効率的にサー
ビスを提供できる」としているが、初期対応こそ
専門職によるケアが必要と考える。③認知症施策
は義務的経費として縮小しないとしているが、「事
業費は前年度実績を上回らないことを原則とすべ
き」とあり、自然増予測は毎年5 ～ 6％にもかか
わらず、後期高齢者の伸び率3 ～ 4％に抑制する
とし、抑制できる費用は年間1450億円としてい

ること。一方、復興特別法人税は13年度末に前
倒し廃止が決まり、税額8000億円は一般財源か
ら手当てされるとしていること。これは、「お金
がない」のではなく、「税金の使い方」が問題な
のではないか。④「認知症列車事故 名古屋地裁
判決に対する『家族の会』の見解」に示したよう
に、介護を担う家族に賠償責任が生じるという判
決は、全国の介護家族に大きな衝撃を与えた。要
支援が地域支援事業へ移行されることにより、在
宅介護の現場に混乱が起き、徘徊事故や虐待、介
護心中、殺人が増える懸念があること、などです。

この間の発言は、「家族の会」が出した「提言」
や「意見表明｣「アピール」に基づき、さらに、
支部から寄せられた意見や介護中の方からの介護
費用の数字も参考にしました。

１月24日に通常国会が開会され、介護保険法
の論議も始まりますが、「家族の会」が取り組ん
だ市町村議会への「意見書」を届ける運動は、短
期間にもかかわらず、26支部から840市町村議会
へ届けられ18市町村議会が採択をしました。と
ても大切な取り組みでした。今後の議論は介護給
付費分科会（田部井委員）に移されます。皆さん
の思いの代弁者として発言してきました。ありが
とうございました。

今後もご一緒に声をあげていきましょう。

勝田登志子
（社会保障審議会介護保険部会委員・「家族の会」副代表理事）

介護保険部会を終えて

介護保険から要支援を外さないで！　▶「家族の会」が取組みを展開します

介護保険法の改定は、医療法の改定と合わせて「地
域医療・介護総合確保推進法」として２月上旬に国会
に提案されます。京都新聞は社説で、「医療と介護の
関連法案をひとくくりにするのは乱暴ではないか」「論
点を拡散し、負担増を目立たなくする手法としかみえ
ない」と批判しています。

「家族の会」は、要支援外しや利用料の２割への引
き上げなどが国会で審議されるに当たり、介護保険が
後退しないことを願って、安心できる介護保険を求め
る署名などの取組みを展開します。会員のみなさんの
ご協力をお願いします。
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会員さん

からの

お便り

高知県・Ｙさん　女

私の母も
前頭側頭型認知症です

兵庫県・Ｋさん　47 歳　女

胃ろうで悩みました

高知県・Ｙさん　65 歳　女

看護師として働いていま
すが、家族となると…

山梨県・Ｔさん　52 歳　女

ケアマネをしているけど

私の母も初期の頃は認知症とは思いも
よらず、うつ病か統合失調症ではないかと
思っていました。記憶力は良かったですし、
新しいことも憶えていました。認知症専門
の先生の診察で、初めてこういう認知症が
あると知りました。

ご家族が疑いを持っておられるならば、
他の先生にも診てもらってはいかがでしょ
うか。この認知症は間違った診断が出るこ
とがあるそうです。

また、施設を探されるのであれば、前頭
側頭型認知症の対応を勉強した職員さんが
いる施設を探すことをおすすめします。ア
ルツハイマー型認知症に比べて少数派です
ので、情報が少なく慣れていない職員さん
では対応が大変だと思います。

私の母は、３ヵ所目のデイサービス施設
で、ようやく落ち着いて通うことができる
ようになりました。周囲の対応が良くなる
とお母様も穏やかになられるのではないで
しょうか。

伯母が認知症になった時、私の母が介護
をしていました。胃ろうをすすめられ、悩

80歳の夫は、昨年夏にレビー小体型認知
症と診断されました。

職業柄、認知症看護は大好きでした。し
かし、家族が認知症になった時の苦悩は、
教科書や学んだことの中にはありませんで
した。看護師として患者さんに対応する事
と、認知症になった家族を抱えるという２
つの面を、はからずも体験させていただい
ております。

同じ悩みを持った家族と
して、お互いに支え合って
いける事を願っています。

77歳の母は平成24年６月にアルツハイ
マー型認知症と診断され、現在要介護２で
す。仕事として介護に携わっていますが、
家族介護となると、心にゆとりが持てず、
対応にギャップを感じています。介護家族
として認知症の理解を深めたいと思います。

んだ結果、胃ろうはせずに亡くなりました。
私は専門職として認知症に普段から関わっ
ており、医師に伯母の事を相談したら「胃
ろうにしないのは餓死をさせること」と言
われ、「餓死」という言葉にショックを受け
ました。介護されている方と医療が少しで
も情報を共有できるようになればいいと思
います。

ぽ〜れぽ〜れ１月号
「本当に認知症？」を読んで
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島根県・Ｉさん　59 歳　女

妄想・興奮で困っています

青森県・Ｎさん　53 歳　男

認知症の進行？

静岡県・Ｕさん　58 歳　女

思いもよらない病名に

東京都・Ｕさん　74 歳　女

ハラハラするけど…

84歳の義母と主人と３人で生活していま
す。主人は忙しいものですから、私ひとり
の介護です。

トイレにも自分で行くし、食事も何でも
食べてくれますが、妄想・興奮で困ってい
ます。すべて、嫁である私が原因で、うち
がつぶれるとか、この家にいられなくなる
とか…。精神科にかかって薬を調合しても
らっていますが…。

83歳の母は平成24年7月、アルツハイマー
型認知症と診断されました。出勤前に母の
家に寄ったりしています。

夕方に電話がきて「朝」と言ったり、コ
ンセントを抜いてストーブを壊したり、手
間がかかるようになっています。

60歳の夫は、約４年前にうつ病と診断さ
れ治療を続けていました。症状が悪化し、
約１年間入院。いつかは治るものと信じて
いたのに、退院を目前にしてスペクトの検
査結果から認知症と言われました。

思いもよらない病名で、心は揺れ続けて
います。同じ立場の方と話をしたい、つな
がりを持ちたいと思います。

した。両眼の白内障手術を済ませ、一軒家
から有料老人ホームに転居し、ようやく落
ち着きかけています。日付や曜日、正確な
時間、今日の予定、電気器具の使い方、新
しい情報など、覚えられませんが、現在は
一人で外出し、普通に生活することが一応
可能です。周りに配慮することができなく
なっているので、ハラハラすることが多い
のですが、このまま進行しないよう、進行
してもゆっくりでありますよう、祈る気持
ちです。

83歳の夫は物忘れがひどくなり、脳のＭ
ＲＩ検査を受けた結果、平成24年秋、初
期のアルツハイマー型認知症と診断されま
した。すぐにアリセプトの服用が始まりま

■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！

千葉県・Ｋさん　75 歳　女

「助けて！」

87歳の夫は、５年前にアルツハイマー型
認知症になりました。夫婦二人暮らしが無
理になり、息子家族の近くにと、東京から
千葉へ引っ越してきました。夫の症状が急
に進んでいき、息子は病気が理解できない
らしく、たったひとりでの介護生活が始ま
りました。

私も年を取り、介護が大変になってきて
います。介護保険のサービスにお世話に
なっていますが、すべて時間で終わってい
きます。精神的に不安が大きく「助けて！」
と叫びたい気持ちと、何かにすがりたい思
いの時に「家族の会」を知りました。同じ
介護で苦しんでおられる方々と話し合いた
いです。
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支部だよりにみる

●震災当時
まもなく震災から３年になろうとしてい

ます。私は、当時南相馬市鹿島区（原発か
ら32キロ地点）の特別養護老人ホームと
グループホームの職員として勤務していま
した。町は混乱の中、続々と市民の避難が
進められ、病院も閉鎖され、町から明かり
が消えました。物流は放射能の不安と恐れ
から機能せず、食料も薬品もストップした
町で、避難先が見つからない229人の利用
者を抱え施設に泊まり込み続けました。

●母の変化
そんな私にも原発から20キロ圏内の自

宅に母、妻、子がおり、避難命令で、まだ
元気だった母と家族を仙台の長男宅に見送
りました。施設利用者も１週間後、引受先
が決まり、229人の利用者と50人の職員で
横浜市に避難をすることができました。そ
の後、施設の再開のため福島市に事務所を
構え、アパートを借りて家族を呼び戻すこ
とができました。

母は、稲作と養蚕を経営する大規模農家
の嫁として寝る間も惜しんで働いてきまし
たが、近年は要介護1の認定を受け、デイ
サービスや老人クラブの旅行、カラオケを
楽しみながら、野菜作りを趣味として生活
していました。

そんな母に少しずつ変化が現れました。
「ここはどこなのか」「家に帰りたい」と訴
えることが増え、避難先のアパートから一
歩も外に出なくなり、好きだった歌にも興
味を示さなくなっていったのです。妻は勤
務先より、業務を再開するために戻るか、
退職するかを求められ、南相馬市の実家
へ戻ることを選択し、母と二人きりの生活

が始まりました。しかし、私は施設再開の
準備のため仮事務所に勤務しなければなら
ず、十分な世話もできない中、福島市でデ
イサービスを利用しながら、避難を続けま
した。

●悪化する母の状態
震災から２ヵ月後、施設の再開の目処が

つき、南相馬市に帰ることができましたが、
自宅は警戒区域のため市内に借上げ住宅を
確保して3人の生活が始まりました。母は
日に日に食事量が減り、排泄、歩行、入浴、
着脱など全て介助を要する状態となりまし
た。認知症の進行で、どこにいるのかも、
妻の顔さえも判断がつかない状況になり、
要介護４と重度化しました。そんな介護状
態でも私たちは仕事を辞めずに在宅で介
護することを選択しました。「がんばらな
い介護」を目標に、ホームヘルパー、デイ
サービス、ショートステイ、福祉用具など
のサービスを利用しながら対応しました。

●住み慣れた自宅
悲しい思いもありました。入院していた

母が退院したので、自宅を見せようと連れ
て行きましたが、期待は裏切られ、母は60
年住んだ家を思い出すことができませんで
した。

原発事故で多くの住民が避難を続けて
います。今も耐えて耐えて耐えています。
故郷の空を見ることなく多くの方が遠隔地
で命を落としました。このような現実を忘
れることなく一日も早く安心安全な地域に
戻していただき、住み慣れた自宅で生活で
きるよう切に願っています。

私の母にはもう時間がないのです。

「避難生活の中の介護から」
　　　　　　　　　　　　相双地区会　大内敏文

126
北

南
から

から
福島県
今回は

福島県支部版
（2013年12月号）
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10月19・20日に、24名で萩へのリフレッシュ旅行
が実施されました。松陰神社などを見学し、５時前に
ホテル「千春楽」にチェックイン。
休憩したり温泉に入ったり。男性３名のご本人は、

川井元晴代表や男性専門職と問題なく入湯。
65歳の夫を介護中の田中たか子さんは、「夫は温泉

が大好きですが、男手がなく大浴場への入浴は難しく
なっていました。夫の希望が叶えられ、レクリエーショ
ンも楽しく参加でき、夫の笑顔が私にとって力になり
ました」と語っていました。

山口県
支部夫の笑顔が私の力になりました

11月18日、かおり会（千々石町）、湯の花会（雲仙
市小浜町）、あじさい会（長崎市）からの参加者18名
での交流会が、小浜町「惜梅亭」で開かれました。
まず自己紹介。度々海外旅行をされている91歳の男

性の元気な様子に参加者一同感嘆。高齢者の健康管理
について話し合いを続け昼食。世話人Ｙ氏お得意の「押
しずし」はじめ会員手づくりの品々を並べ、中でも、「お
かわり」が相次いだ味噌汁は、世話人Ｎ氏の旦那さん
の手によるもの。「朝からこの協力！」と、参加者一同
感謝感激だったとのことです。

長崎県
支部感嘆！感激！の３地区会交流会

10月27日にオープニングイベント「フォークのつ
どい」が、現在、若年性の奥様を介護中の杉本弘さん
のギター演奏で、名鉄太田川駅観光物産プラザで開か
れました。「介護しながらでも自分の好きなことを続

けましょう」「カフェでのイベント募集中」と支部会
報で呼びかけています。
ちなみに１月のイベントは、12日「お正月新春お琴
のしらべ」、19日「口腔ケアで健康管理」、26日「家
庭でできる簡単マッサージ術＆腰痛予防」が計画され
ました。

愛知県
支部ケアラーズカフェオープン

昨年２月号で紹介した「おかえりマーク」の問い合
わせが以前、和歌山県・兵庫県支部からありました。
今回、「県外でも使えますか？」という電話相談に「県
外でも使えますが、普及しているのは県内だけなので

…」と返答。
平井出設子さんは、「痛ま

しい事故をなくすため県内だ
けでなく山梨発として『介護
中マーク』のように全国普及
できたら」と語っています。

山梨県
支部おかえりマークのその後

山口県・しものせき市民活動センターで中国・四国ブロッ
ク会議を開催し、参加者は55名の大人数になりました。
初日は、共通議題「結成33周年�いまいちど原点を見つ

めよう」の中で、会員増、世話人増についての課題を中心
に議論を深めました。各支部の共通認識として、つどいを
支部の最重要活動と捉えていること、本人交流、心の交流
会、若年、男性介護など、様々な取り組みがなされている

ことが情報交換でき
ました。また、それ
らの活動を通じて世
話人を増やすことが
良いと思われました。
二日目は、認知症

の人が行方不明に
なった時の方策や予防について、山口県支部で実際にあっ
た出来事を通して話し合いました。SOSネットワークの構
築、小型GPS、事前に近所に知らせておく、認知症の特性
を見極める、家族への啓発が必要など、いずれも大事な意
見が出されました。� （山口県支部代表　川井元晴）

徘徊の対策や予防について活発な意見

中国・四国ブロック会議　　１月11日～12日・下関市

山口県支部が初めて担当したブロック会議
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国際交流委員会発

「ケアでつながる地球家族」
国際交流委員会発

2013年12月11日、ロンドンで開かれた先進8ヵ
国（G8）認知症サミットの前日に開かれた、国際ア
ルツハイマー病協会（ADI）のG8諸国の代表者会
議に出席しました。この会議はサミットに先立って、
G8諸国のアルツハイマー協会の意見を調整するた
めADIが主催したものです。会議では、イギリスで
先進的に取り組まれている認知症の人の居住空間に
関する斬新な計画などについての説明を聞く機会も
得ました。
サミットでは、認知症が今後及ぼす社会的負担に

関しての認識を共有するとともに、今後、低〜中所
得国での認知症の人の増加についても言及され、問
題解決のためにG8諸国間の協力の重要性が強調さ
れました。具体的には、社会的負担への投資はイギ
リスが主導して、新しい介護と予防モデルの作成は
日本が主導して、学会や企業との協力はカナダとフ
ランスが共同して当たることになりました。これら

の計画は5年をメドに遂行する予定で、2015年2
月にアメリカで、どの程度計画が進行したかを確か
めることになりました。
認知症が全世界の国々の人たちに関わる問題であ

ることを認識し、すべての国が一緒になって協力し、
認知症が引き起こしている健康や経済発展への危機
を減らす行動をとることが声明として宣言されまし
た。
サミットで出されたこの声明に対して、ADIとし

て、どのように対応するかが討論されましたが、イ
ギリスからは日本に対して、大きな期待が寄せられ
ました。長寿で認知症の人の数が多い、わが国に対
する関心が強いことを反映したものと思われます。
また、今後増加するアジア諸国の認知症問題に関す
るわが国の立場も重要になると考えられます。

� （顧問　国際交流委員・中村重信）

2013年12月11日に、2つの国で認知症をテーマにした会議がありました。増えている認知症に関して、
世界の国々の人たちが一緒になって協力し、対応を協議しています。

ロンドンでG8認知症サミットが開かれたのと同
じ12月11日、香港で開催されたADIアジア太平洋
地域会議に出席しました。日本をはじめ、台湾、フィ
リピン、オーストラリアなど、太平洋を囲む地域の
アルツハイマー協会が認知症に関する課題解決につ

いて話し合う会議です。今回は、昨年開設された「ア
ジア太平洋地域事務所」の運営についての討議が中
心で、その後各国から、昨年の活動報告が行われま
した。一般市民への啓発教育、家族支援、地域づく
りなど、テーマはほぼ同じですが、それぞれの国の
事情に沿った活発な活動が報告されました。また、
同じ会場では、2日間にわたって、ケア、治療、政
策に関するいろいろな発表が行われました。医療も
年金の制度も確立していない中で、急速な高齢化と
認知症の人の増加が差し迫っていることを背景に、
アジア各国からの若い熱心な専門職の参加が目立ち
ました。香港での会議を通じ、認知症ケアの先進国
である日本が、この地域で果たすべき役割と「家族
の会」の国際協力の在り方についての検討が必要で
あることを再認識しました。
� （国際交流委員・鷲巣典代）

ロンドンでのG8認知症サミット
認知症が世界の人々に関係した問題であることを認識

ADIアジア太平洋地域会議
アジア各国の活動報告

「ケアでつながる地球家族」
拡大版

香港で開催されたアジア太平洋地域会議
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●「家族の会」との出会い
私は病気になったことで、今まで知らなかった世界

を知ることが出来ました。「家族の会」での新しい出会
いです。
アルツハイマー病と診断されてから不安でいっぱい
で、インターネットで調べました。「30歳代アルツハイ
マー」と入力。もしかして仙台で治せる病院があるの
では、と期待を込めて検索しました。そこで「認知症
の人と家族の会」を知りました。この先どうしたらい
いのか。仕事、クビにならない
かなど、不安で仕方なかったの
で、何か、国からの援助がない
かと役所に行きましたが、40
歳以下の場合、何もないとのこ
とでした。その帰り道に「家族
の会」の事務所により、若年の
つどいの担当者と連絡を取るこ
とが出来ました。
つどいに参加してみて、「家族の会」の人々のやさ

しさにふれあえ、本人交流会で全国の認知症の人やサ
ポーターに出会え、「家族の会」は私にとって笑顔や元
気をもらえたり、泣いたり出来る場所です。みんなが
いつも優しく声をかけてくれます。病気についていろ
いろと教えてくれたり、話を聞いてくれます。
でも、一番にうれしく楽しいことは、翼合唱団で歌

えることです。私は音痴で、あまり歌うのが好きでは

ありませんでした。しかし、歌ってみると、まわりの
方々の歌声がうつくしく、安心して大声で歌っており
ます。人に感動を与えられる翼合唱団の仲間になれて
うれしく思います。

●家族と会社に理解を得て生活
今までは会社と自宅の往復、休日も仕事をすること

が多かったのですが、今は定時に仕事も終わり、家族
と過ごす時間も増えて妻や子どもたちとの会話も増え

ました。子どもたち（中学生と
小学生の娘二人）にも病気のこ
とを全て話したことにより、失
敗しても笑って教えてくれます
ので楽しく過ごすことが出来て
います。

●悪いことばかりではありません
認知症=終わり、でないことに気付きました。病気

によって出来なくなることもありますが、まだ出来る
事もいろいろとあります、偏見の目で見ないでくださ
い。これからますます増えてくる認知症、いつ、誰が
なるかわかりません。病気になった人にしかわからな
い不安や苦労がたくさんあります。また、それを支え
る家族にも大きな不安や苦労があると思います。私も
認知症ですが、同じ仲間を支えたいと思います。

本誌1月号で紹介した、39歳でアルツハイマー型認知症と診断された丹野智文
さん。診断されてからの思いや、現在の生活を書いてもらいました。2回にわたり
連載します。

宮城◉3月6日㈭・20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
埼玉◉3月15日㈯�午前11:00〜午後2:30
／若年のつどい→越谷市中央市民会館
神奈川◉3月9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
新潟◉3月1日㈯�午後1:30〜4:00／介護
家族と本人のつどい→新潟市総合福祉会館
富山◉3月1日㈯�午後1:00〜3:30／てる

てるぼうずの会・ひなまつりのつどい→
サンフォルテ
岐阜◉3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
静岡◉3月11日㈫�午前10:00〜午後1:00
／若年性認知症の人と家族のつどい→富
士市フィランセ
愛知◉3月8日㈯�午後1:30〜4:00／元気
かい→東海市しあわせ村
滋賀◉3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
京都◉3月2日㈰�午後1:30〜3:30／若年
のつどい→京都社会福祉会館
奈良◉3月1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◉3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
◦3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◉3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
◦3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）
熊本◉3月1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
大分◉3月29日㈯� 午後1:00〜3:00／本
人のつどい→県社会福祉介護研修セン
ター� 詳細は各支部まで

交流の場交流の場

今月の本人 宮城県支部・丹野智文さん（39歳）

一番うれしいことは翼（つばさ）合唱団で歌えること

PTAフェスティバルで合唱
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