
会員のみなさんが「介護保険の後退は困る！」と、
職場や地域のつながりを生かして、また知人や友人
に依頼して集めた「安心できる介護保険制度を求め
る署名」は、４月24日で64,344筆にも達しました。

同日、この署名を持って髙見国生代表理事ら「家
族の会」の代表団が厚労省を訪ね、原勝則老健局長

に提出し、国会に上程中の
制度改定案を撤回するよう
に申し入れました。原局長
は、「６万を超える署名は重
く受け止める」としながら
も、撤回はできないと答え

ました。それに対して、他の理事も支部からの参加
者も発言し、私たちの主張や実態を訴えました。と
くに、認知症の場合の初期対応の重要性を説明し、
要介護認定において要介護１以上に認定することを
あらためて求めました。

署名提出後は、厚労省記者室で記者会見を行い、「家
族の会」の主張と署名の状況などを説明しました。

髙見代表以外の参加者は、勝田登志子副代表、田
部井康夫、前橋美那子理事、小川正事務局長、大野
教子東京都、広岡成子千葉県支部代表、児島和子同
世話人。原局長以外の応対者は、勝又浜子認知症・
虐待防止対策推進室長ほか２名。みんなで署名を机の上に積みました

髙見代表から原老健局長に署名を提出
※写真は東京新聞提供（左下も）

署名6万4千筆を提出、
制度改定の撤回を申し入れ
◦認知症の場合の要介護認定改善も要望
　◦厚労省　老健局長と認知症対策室長が応対

●64,344筆の迫力
署名の提出に参加しました。あらかじめ送ってあっ

た署名を箱から出し、机の上に丁寧に積み上げまし
た。会員を中心とする多くの皆さんの思いと努力の
結晶を初めて目の当たりにして、その迫力に圧倒さ
れると同時に、よくぞここまでと感慨もひとしおで
した。髙見代表がその成果をより効果的に伝えるた
めに並べ方にまで気を配っていたのも印象的でした。
緊張もしていましたが、凝縮された思いを言葉でも
なんとか伝えたいとの気持ちが強くなりました。

●原老健局長に提出
今日署名を受け取ってくれる原老健局長が、私た

ちが注目していなかった入り口から不意に入室され
ました。思い込みかもしれませんが、原局長も机の
上に高く積まれた６万４千余の迫力には感ずるとこ
ろがあったように見受けられました。髙見代表から
署名を受け取り、その重みが実感できたことと思い
ます。私たちが５万という目標をはるかに上回った
事実からも、「家族の会」のこの課題に寄せる本気
度は十分に伝わったと思います。

●話し合いで感じたこと
話し合いの時間は１時間に及びましたが、「これま

で利用できていた人が利用できなくなるのは制度の
重大な変更である」との髙見代表の道理ある主張に
もかかわらず、法案の撤回はできないとの回答でし
た。私を含めた参加者からも、要の介護保険をこそ
充実すべき、市町村の格差が心配、利用できなくな
るとの不安の声が多い、制度がますます複雑になる、
説明不足などの意見を次々に述べました。それでも、
要支援外しについて「予算を削減しようという意図
は全くない」、「介護保険給付よりも市町村事業のほ
うが優れている」との公式見解の域を一歩も出るこ
とはありませんでした。私にはどう考えてもその理
屈が納得できませんでした。今後もあらゆる場面で

「家族の会」の主張を述べてゆこうとの意を改めて
強くしました。

●これからも力を合わせて
納得できる回答は得られませんでしたが、空し

いという思いは全く湧きませんでした。よりよい制
度を多くの人が求めていること、そのためにはでき
ることをしよう、きちんと意思表示をしよう、何を
しても無駄だと諦めない人がこんなにもたくさんい
ることを知ったからです。それが力でなくてなんで
しょうか。これからも力を合わせてがんばりましょ
う。

署名提出、申し入れを行なって� 田部井康夫 （理事、介護保険・社会保障専門委員長）
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国会大包囲に５千人！
「家族の会」からも参加  ４・24ヒューマンチェーン

認知症列車事故��名古屋高裁判決を傍聴して
家族に責任を押し付け続ける
判決に怒りと悲しみが

4月24日勝田登志子副代表が呼びかけ人の一人
となり行われた「輝け！いのち４・24ヒューマン
チェーン国会大包囲」に参加してきました。東京
都支部から６名、千葉県支部から３名と本部事務
局から櫻井の10人が参加。「家族の会」の旗を掲げ、
安全、安心の医療・介護を求めての行動でした。

まずは国会近くの日比谷野外音楽堂に集合。
３千人余り収容できる会場に、入りきらないほど
の人が集結。その数、約５千人。

勝田副代表はあいさつで、「家族の会」が初め
て取り組んだ署名を厚労省へ提出したことを報告
し、その署名で「要支援の人の介護保険外しはや

めてほしい」など５つ
のことを要望したと説
明。参加者からは賛同
の声があがっていまし
た。

賛同団体の各代表者
のリレートークに続い

て行われたシュプレヒコールでは、厚労省に届く
ようにと、厚労省のある方向に体の向きを変え、

「社会保障改悪をやめろ」「利用者負担を減らせ」
などと唱和。一丸となって叫ぶ様は圧巻でした。
集会の最後には「アピール案」が提案され、拍手
をもって承認されました。

集会の後はいざ国会大包囲へ。周囲約２kmも
ある国会議事堂を、人の輪で囲みました。

オバマ氏来日の影響で、国会請願パレードはで
きず、移動中のアピールができなかったのは残念
でしたが、行動すれば、思いはきっと国に伝わる、
伝わってほしいという気持ちが強くなった一日で
した。 （事務局　櫻井あかね）

「主文、一審の判決を変更し、妻に359万8890円の
支払いを命じる。……」と4月24日16時前に、名古屋
高等裁判所の1003号法廷に長門栄吉裁判長の声が響き
渡りました。

どんなことが言われているのか、馴染みのない言葉で
理解できにくかったのですが、賠償額は半分になったも
のの、妻に監督責任があると認めたままであるのが感じ
られ、怒りと悲しみが込み上げてきました。裁判官に認
知症介護がわかってもらえなかったことへの悔しさが怒
りになりました。事故が起きた場合には見守りの程度が
問われ、家族に責任がくるのだ、どうやって家で見てい
けばいいのと寂しく悲しくなりました。

閉廷後に遺族側の弁護士と髙見国生代表理事の記者会
見がありました。

弁護士は、「民法では責任無能力者を保護する立場の、
一番の上位の位置に妻（配偶者）はあり、今回は免責要
件に該当しないため、この判決になったのではないか」

「今回、長男は監督責任者に当たらないと判断されてい
る」とのことでした。最後に、「自宅でみていきましょう
と言われながら、不備があれば、常に介護者への責任を
問われるのはいかがなものか」との感想を話されました。

髙見代表は「老老介護が増えている中で、家族に重い
責任を負わせた今回の判決は承服できない。現状を知っ
て判決を出したのだろうか」と話しました。また、この
ような認知症での行動での事故で被害を受けた方への補
償制度も必要であることも強調しました。

最後に髙見代表は、今回の判決に対して「家族の会」
として見解を出すことを表明しました。

壇上から思いを訴える勝田登志子副代表

「家族の会」の旗を掲げて国会大包囲厚労省に届け！シュプレヒコール

記者会見を行なう髙見代表
鎌田松代 （編集委員長）
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会員さん

からの

お便り

Ｏさん　男

胃ろうを選択しないで
看取りました

広島県・Ｈさん　女

どうにもならない
こともある

滋賀県・Ｕさん　58 歳　女

胃ろうを
断り続けています

私も胃ろうを選択しないで父を看取りま
した。担当の若い医師から「餓死してしま
うんですよ!?」と言われ、その後も責め続
けられましたが、意思を通しました。

少しでも一緒にいたいという本心があっ
て、「本当は胃ろうにしたい」その気持ちを
理性で抑えた。無理やりねじ伏せていまし
たので、本当に苦しい時間でした。

本人のための選択であって、自分のため
の選択ではない。最善の選択であったと頭
では理解しているのですが、看取って１年
以上経っても、気持ちの整理がつかず未だ
に引きずっています。摂食障害にもなり、
心身ともになかなか復調できません。

延命の是非もテレビなどでも報じられる
ようになりましたので、医療関係者だけで
なく、一般の人にも理解される問題になっ
て欲しいですね。

別の医師に、認知症末期でも空腹感を感
じるのか？と質問したことがあります。時
間がなかったもので明確な回答がもらえま
せんでしたが、空腹時に胃に物を入れてあ
げると「体」は反応する、痛みなどの感情
はなくなるから、ある意味では良い病だと
いう回答をいただきました。また改めて質
問したいと思っています。

私の母は妹が同居して看ています。父は
3年前に亡くなり、今は妹夫婦と暮らして
います。

うちの母もデイサービスに行くのを嫌
がったり、もちろん入浴も嫌います。妹の
休息のためや連休の時など、私の家に連れ
て来て2、3日泊まってもらいます。デイサー
ビスへは行きたくないと言っても、迎えの
車がくると黙ってのります。直前まで妹と
ひと騒動はありますが。

母は平成23年12月にアルツハイマー型認
知症と診断されて、アリセプトの服用が始
まりましたが、急速に家事や料理が出来な
くなりました。昼夜逆転や夜間の徘徊も始
まりました。

父は平成17年12月にアルツハイマーと前
頭側頭型認知症の初期と診断されてアリセ
プトの服用が始まり、側頭葉にも萎縮がみ
られて平成22年6月には脳血管性認知症と
診断されました。内科的には、高血圧、糖
尿病の薬も服用しており、デイサービス、
ショートステイを利用しておりました。平
成23年11月に脳出血を起こして現在まで鼻
からチューブで流動食と、点滴をしてもら
い寝たきり状態です。意識もはっきり戻っ
ていません。

病院からはチューブを手でさわるので、
胃ろうを勧められていますが、父母と私は
以前から延命治療はしないと話し合ってい
たので、私は断り続けています。それは許
されないことでしょうか？

ぽ〜れぽ〜れ２月号
「胃ろうで悩みました」を読んで

ぽ〜れぽ〜れ３月号
「このままでいいのか不安」を読んで
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熊本県・Ｋさん　53 歳　男

一人での介護

神奈川県・Ｎさん　62 歳　女

もめごとが好き岐阜県・Ｉさん　73 歳　女

自分との戦い

奈良県・Ｙさん　43 歳　女

妄想が激しくて
困っています

病院へ連れて行く時も、「お母さんがみ
てもらうんじゃなくて、今日は私がみても
らうんよ」って言えば納得します。お風呂
は、冬場は1週間に1回入ればいいと思う
ようになりました。我が家に来た時に「髪
の毛染めようか？　後ろの方真っ白よ」な
んて嘘も方便でお風呂に誘っています。

母は物忘れはあっても、言われた事に
はとても真似できないくらいよく言い訳し
ます。そこは、実の母なので私も負けられ
ません。絶対ウンって言わせると最初は気
負っていましたが、最近ではまぁいいかっ
て思うようにしました。妹はそこまでしな
くてもと思えるほど、あらゆるサービスを
利用しています。Ｋさんもデイサービスを
利用したり、ヘルパーさんに来てもらって
もいいのでは？と思いますよ。私自身これ
でいいなんて思っているわけではありませ
んが、どうにもならないこともありますよ
ね。

現在は母との二人暮らしです。もともと
母には統合失調症があり、認知症の症状に
気付くのが遅れた面はあります。トイレの
失敗などで、かかりつけの精神科より3年
位前に認知症の診断を受けました。

今は週１回のデイサービスを楽しみにし
ており、薬も飲み、落ち着いていますが、
一人での介護なのでいろんな方々、団体と
つながり、これからにいかしたいと考えて
います。

91歳で岩手に一人暮らしの母。昨年11月
にやっと介護認定を受けましたが、もめご
とが好きで、物忘れがひどく、言い出した
らテコでも動かない。好きなようにやらせ
ていますが…。

78歳の主人は４年前アルツハイマー型認
知症と診断されました。認知症を少しは理
解しようと努力しても、腹立たしさの方が
勝る現在…。

自分自身の気持ちの整理ができにくい。
どうすれば寛容な心で主人と接することが
できるのか、自分自身との戦いです。

以前、要介護１の認定を受けましたが、
外出を拒み利用できませんでした。病院へ
も全く行ってくれないので家族だけで通院
しています。良い対応方法があれば知りた
いです。

レビー小体型認知症の77歳の父は妄想が
激しく、自分のもの、特に土地や建物に対
する執着が強く、親戚とトラブルを起こし
て困っています。

お待ちしています！

■「経鼻栄養」、「胃ろう」、「延命治療」生きていて
ほしいけど…の中でゆれていたり、悩んでいる、
みなさんからのお便りをお待ちしています。

〒 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
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支部だよりにみる

●父との同居
私の父は長年一人で生活をしていたので

すが、私の夫が退職を機に、父の跡を継い
で農業をしたいと同居することになりまし
た。当時父は88歳。後継者ができ安堵した
様子で、親孝行ができたと私は喜んでおり
ました。

夫は、新規就農者との交流や、会社勤め
で得たノウハウを駆使し、自分流のやり方
を模索しながら、いきいきと農業に取り組
み、私は同居した後も仕事を続けておりま
した。

●混乱の始まり
同居して２、３年が過ぎた頃から、父親

のもの盗られ妄想、被害妄想が始まり、車
の鍵がない、補聴器がない、薬に毒を混ぜ
ていると、声を荒げ、顔の表情も引きつり、
通帳がないと警察に電話をしたりで、私た
ちも対応にとても困る日々が続きました。

父が信頼している主治医に相談し、認知
症薬が処方されたのですが、自分で薬の内
容を調べたのか「俺を認知症にするのか」
と怒り、不信感をもたれる始末。結局、薬
は拒否し内服しませんでした。

●父との別居
仕事先の先輩に『家族会』の存在を聞き、

そこで認知症について学び、介護の悩みを
共有し相談する機会を得ました。聞き流す、
うまく交わす、怒らない等の対応を頭では
理解し努力したつもりでした。

しかし、父が93歳の時、保険証を返せ
と言われ、私もつらくて泣いて抗議し、夫
もついに堪忍袋の緒が切れ、怒鳴ってしま
い、これが決定的となり、父から「出て行っ

てくれ」と宣告されました。高齢の父をお
いて出ることに迷い、「つどいの会」で相
談したところ、「お父さんの言うようにし
て様子を見たら」との助言に力を得て、別
居に踏み切りました。

その後、適度な距離が私の気持ちに少し
余裕をもたせたので、父の気持ちを考えて
みました。「夫に農業を取られてしまった
寂しさからのもの盗られ妄想か」との思い
に至り、「土地を守り続けてきてくれたお
陰で、夫は、農業に誇りをもって頑張って
いるよ。ありがとう」と感謝の言葉と共に、
できた作物を届け続けました。父は「見事
な出来栄えだ」と夫の努力を認め、再度の
同居を希望しましたが、家中に鍵をかけて、
用心している父の行動から決心できません
でした。

●入院、そして看取り
父が96歳で免許証を返納してから、毎日

実家に通い、必ず翌日の予定を伝えました。
携帯電話を持たせたので、困る事があると
電話がかかってきました。内容は、本人の
もの忘れ（盗まれたと言う）が多く「夕方
行くから、一緒に探そう」と言うと納得し
てくれました。

昨年10月末、体調を崩し入院しましたが、
「家に帰る」と言い続けるため、帰るなら
今しかないと思い、デイサービスを利用し
ながら夫婦で協力し在宅で介護しました。

２週間後、体調が悪化し、10日ほどの入
院で12月、眠るように亡くなりました。98
歳でした。

一緒に住む難しさと、適度な距離が、娘
として父を思いやることができたのではな
いかと、今、振り返っています。

「私の介護体験記」
　　　　　　　　　　　　　　　　山梨県支部　R子（63歳）

129
北

南
から

から
山梨県
今回は

山梨支部版
（2014年３月号）
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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

■ホノルル版  高齢者のつどい「のぞみの会」
ワイキキビーチから車で10分ほどのところにあるマキキ教会
で開かれている高齢者のつどい「のぞみの会」に参加しました。
マキキ教会は1904年に日本から移住した奥村牧師によって
設立され、以来、地域の日系人の交流の場となっています。「の
ぞみの会」もその活動の一つで、30年間にわたり高齢者のつど
いを開いています。毎週2回、朝9時から日系人だけでなく、様々
な国から移住してきた60～90代の人たちが、30～50人集
まります。認知症の人の参加も増えてきているとのことです。3
ドルの昼食代さえ払えば参加自由で、宗教も問いません。日本
語が全くわからない2世3世の人も増え、進行は英語。現在82

歳で開設からずっとボ
ランティアとして活動
している戸来綾子さん
をリーダーに、介護経
験者、退職後の人など
10人ほどのメンバーが
見事な連携プレイで明
るく会を盛り上げます。
まさに「家族の会」の
つどいホノルル版。日付の確認、欠席者の近況、歌、体操、そ
して他のボランティアチームによる手作りの昼食など、とにかく
明るい笑顔がいっぱいです。
長い年月を経て日本語を忘れても、認知症になってもふるさ

とは懐かしく、「のぞみの会」はホノルルの日系の高齢者の心を
しっかりと支えているようでした。�（国際交流委員　鷲巣典代）

アメリカの巻

3月4日、佐野市内の金融機関で「認知症サポーター
養成講座」を開催。問いかけにも積極的に反応があり、
業務に生かせると好評で真剣な眼差しでした。
DVD視聴後、「驚かせない、急がせない、尊厳を守る」

認知症の人への対応を体験。とても役立ったと行員か
らの声がありました。名札にオレンジリングをつけて
日常業務を行うとのこと。
「多くの方の目に留まり『認知症の理解者がここにも
います』ということが地域に広まってほしい」と県南
会員の大木美智子さんが述べています。

栃木県
支部金融機関でのサポーター養成講座

第67回「広島陽溜まりの会」は、２月8日に新しい
参加者を迎え、広島市の奥原弘美予防担当課長の参加
も得て「お好み焼きづくり」に挑戦。男性も生キャベ
ツをつまみ食いしながら、女性に負けじと器用な包丁

さばきを披露。関西風に野菜を混ぜ合わせて焼きあげ、
テーブルごとに個性的に出来上がりました。
「とても美味しくできました」「本人が行きたいと言
うので一緒に来ましたが、来てよかったです」という
参加者からの声。みんなで作って一緒に食べる中で、
会の楽しさが伝わりました。

広島県
支部お好み焼きづくり

「本人のつどいは、一組でも二組でもいいのでは?」
「本人のつどいを是非実現したい」
以前からこのような世話人さんたちの声で、「本人

と家族のつどい」を実現することができました。

３月のよく晴れた日曜日、5組の本人と家族を含め
14名の方が「みちくさ“たこ焼き”パーティー」に参加。
みんなで協力してたこ焼きを焼き、お茶で乾杯をする
うちに話が弾み楽しいひとときでした。「やって良かっ
た！　参加者全員に感謝」と、若年のつどい担当の村
田洋子さんが語っています。

熊本県
支部はじめての本人のつどい

２月18日の若年性認知症の人と家族のつどいは、
91名の参加者を得て「体験発表」と「講演」を行い
ました。体験発表は、司会者の質問にご主人を介護中
のＨさんとＡさんが答える質問形式。認知症初期の悩

みや戸惑いについてＨさんは「夫は、46歳頃症状が
現れ、『分からない、できない』のもどかしさに深く
落ち込み、ため息ばかり」、Aさんが「『これは変だ』
と思ったのは夫の退職後。誰に相談していいか分から
ず、２人でいくつもの認知症講座に参加し、良いと言
われることをしてきました」と語りました。

静岡県
支部ユニークな体験発表

日本の唱歌も歌詞はローマ字
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●私の日常
講演などでとんでもなく忙しい週もあれば、暇

な週もあります。でも、退屈なのは好きではありま
せん。たまに、暇な時間があるときは、家の飾りつ
けや木工、庭の手入れなどをして過ごします。また、
二人の孫の世話もあり、なかなか忙しい日々を送っ
ています。
定期的に、私の住んでいる地域ブライトンにあ

る病院で認知症について看護師さんたちに研修を
して、この病院の認知症病棟を向上させることに
力を注いでいます。また、最近では、ロンドンやそ
の他の地域で学生たちを対象にした講演も依頼さ
れています。

●人々に伝えたいこと
講演をするときは、認知症になって暮らすとい

うことがどんなことなのか、そして認知症になっ
ても人生を楽しめるのだということを聞く人にわ
かってもらえるように自然体で話します。

私は、人々に「認
知症の人にもその
人自身の生活があ
り、一人の人間と
して尊重してほし
いと願っているこ
と」を伝えます。
少しずつではあり
ますが、私の話が
認知症への理解を
深めるために役立っていると信じています。

●介護する人へのメッセージ
「認知症の人ができるだけ長く、その人らしくい
られるようにサポートしてほしい、将来に起こるこ
とを先取りして今の生活を抑えこまないでほしい」
ということです。

●認知症の人へのメッセージ
「自分自身の人生を前向きに生きよう。そして外
に出かけていって人々に話しかけましょう。あなた
自身が話さなかったら、だれも認知症のことを理
解できません」。

●これからしたいこと
一つは、中学校の子どもたちに、「認知症を恐れ

ることはない」という話をすることです。もう一つ
は、これまで私が話してきたことや経験したことを
書くこと、また子ども向けの本を書くことです。

今月の本人 グラハム・ブラウンさん（57歳、イギリス在住）

宮城◉6月5日㈭・19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◉6月21日㈯�午前11:00～午後2:30
／若年のつどい・越谷→市中央市民会館
◦6月25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
富山◉6月14日㈯�午後1:30～3:30／て
るてるぼうず→サンフォルテ

岐阜◉6月15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
◦6月22日㈰�午前11:00～午後2:00／岐
阜市のつどい→アルト介護センター長良
愛知◉6月14日㈯�午後1:30～4:00／元
気かい→東海市しあわせ村
滋賀◉6月11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◉6月29日㈰�午後1:30～3:30／若
年認知症のつどい→京都社会福祉会館
広島◉6月7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

◦6月14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
◦6月21日㈯�午前11:00～午後3:30／陽
溜まりの会北部→三次市十日市コミュニ
ティセンター
◦6月28日㈯�午前11:00～午後3:30／陽
溜まりの会西部→あいプラザ
熊本◉6月7日㈯�午後1:00～3:00／若年
期認知症のつどい→県認知症コールセン
ター
福岡◉6月4日㈬� 午前10:00～午後0:30
／あまやどりの会→福岡市市民福祉プラザ

交流の場交流の場

2006年（49歳の時）前頭側頭型（ピック
病）と診断され、退職。イギリスのアルツハ
イマー協会（Alzheimer’s Society）を通じて、
若年期認知症のグループ「タワークラブ」に
参加し、アルツハイマー大使として、本人の
立場で多くの講演活動を行なっています。

2012年3月のADI ロンドン会議では、日

本からの本人らと交流会を行ないました。そ
の時の参加者の一人、竹内裕氏とは現在も手
紙のやり取りを続けています。今回はメール
での取材に快く応じて下さり「本人登場へ投
稿できてうれしいです」とコメントをして下
さいました。
 （編集委員　鈴木和代）

詳細は各支部まで

お孫さんとはしゃぐグラハムさん（右）
と妻のデビーさん

グラハムさん（右）とデビーさん

2012年ADIロンドン会議の本人交流会
（左がグラハムさん、右が竹内氏）
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