
会員のみなさんの努力の結晶である「安心できる
介護保険制度を求める署名」の第２次分、21,383名
分の提出を５月23日に行いました。4月22日に提
出した64,344名分と合わせ、総数は85,727名分に達
しました。髙見国生代表のほか、勝田登志子副代表、
花俣ふみ代理事、松下より子（東京）、合江みゆき（千
葉）世話人、辻村康代事務局主任が参加しました。
この日は、介護保険を後退させる医療介護総合
確保法案のずさんな資料のため、参議院本会議が
ストップしている最中で、当初予定していた原勝則

老健局長が国会対応のため、
急遽有岡宏審議官が署名を
受け取ってくれました。

髙見代表は、「予想を上回る署名が集まっている
のは、会員、国民の不安の表れである。重く受け
止めてほしい」と強調しました。
衆議院では、すべての野党が反対している中、

委員会、本会議での採決が強行されましたが、私
たちの声を反映して参議院での慎重な審議が求め
られています。
■徘徊による列車事故の社会的救済制度に
　ついても申し入れ
また、署名提出と合わせ、JR列車事故に関する
名古屋高裁判決に対する見解（左ページに掲載）
で提案している社会的救済制度について、厚労省
が主導して検討を行うように申し入れ、何らかの研
究や検討が必要なことで厚労省と意見が一致しま
した。

田部井康夫理事が、５月13日、衆議院厚生労働委員
会で、審議中の医療介護総合確保法案について参考人と
して15分にわたり意見を述べました。
「要支援の人の介護保険外しの法案を撤回してほしい」
と切り出して、「家族の会」が介護保険制度の誕生を歓
迎し、誰よりも大切に思っていること、それだけに昨今
の動きには心を痛めていることを述べました。とくに認
知症の場合は、初期の支援が重要であり、初期集中支援
チームを打ち出しているオレンジプランとも矛盾するこ
とを道理を尽くして語りました。「家族の会」の署名活
動も紹介し、「介護保険をやせ細らせないで。少しずつ

であっても充
実させて安心
を保障してく
ださい」と結
びました。そ
の後、各党の
委員の質問にも答えました。
なお、この日は、ヘルパー連絡会の代表や事業者、学
者など６人が意見を述べましたが、同委員会はその翌日、
すべての野党が反対する中、与党の多数で法案を可決し、
その翌日には衆院本会議でも可決してしまいました。

衆院委員会で田部井理事が意見述べる
「介護保険をやせ細らさないで」

▲�意見を述べる田部井理事（5月13日、衆議院厚生
労働委員会。衆議院インターネット審議中継から）

◀�国会対応中だった原勝則老健局長（左）
も途中から顔を出してくれました

第２次分を厚労大臣あてに提出!
介護保険署名  8万５千名を超える介護保険署名  8万５千名を超える

有岡宏審議官（左側）に対して、署名第２次分（21,383筆）
を提出する髙見代表（右側中央）、勝田副代表（その左）ら
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会員さん

からの

お便り

滋賀県・Ｔさん　51 歳　女

胃ろうという延命処置を
断って

埼玉県・M さん　55 歳　女

胃ろうをしても再び
口から食事ができた義母

脳梗塞による認知症のある父は、７年在
宅介護、施設入所２年目に５度目の誤嚥性
肺炎にて入院しました。
父は若い頃獣医志望、不自然な治療を嫌

う人でした。入所の際にも延命治療はしな
いと家族で話し合ってありました。
５度目の肺炎からも回復。しかし、経口
での栄養摂取は不可能となり、鼻腔栄養の
ためのチューブが鼻に入っていました。病
院は延命のための場所です。再度、家族の
意思を確認し、栄養物の注入になる前にお
断りしました。余命告知をしてもらうと、
余命１週間。
父はすべてのチューブや針がなく、機嫌

よく、イビキをかいて寝たり起きたり。や
せていきましたが、常に家族が居て、父
の好きな音楽を夫婦でイヤホンを片方ずつ
使い聞いていました。子供達は父の好きな
CD、口笛、ハーモニカをしました。10日
目に父は微熱をだしましたが、私達家族は、
父の老衰をもって自然な形で亡くなるのは
少しも怖くないと知りました。
ぽ〜れぽ〜れ５月号Ｏさんの若い医師は

きっと老衰をみた事がないのでしょう。空
腹を感じている様子はなく、口の渇きには
ハチミツジュレにて対応しました。

義母は要介護３でアルツハイマー型認知
症を10年程患っており、昨年の５月に椅
子から落ちたことが原因で硬膜下血腫とな
り、手術をしました。その後、激しいけい
れんを起こし、右半身が不自由になりまし
た。経鼻栄養のチューブは、認知症のため
取ってしまったり、食べ物の認識もできな
くなり、このままでは栄養状態が悪化する
一方とのことで胃ろうをすすめられました。
胃ろうに反対する友人やインターネット
の情報も良いことが書いてなく、お断りし
ようと思いましたが、ケアマネさんから鼻
にチューブをつけたままであることも本人
にとっては辛いことであり、胃ろうの方が
本人は楽なのだと聞かされ、それならばと
胃ろうに踏み切りました。
病院から施設に入所できる時にリハビリ

の先生から「施設の先生に食事をとれる訓
練をお願いしてみてください」と言われた
ので、ケアマネさんを通し依頼しました。
施設では嚥下能力を調べて下さり、とろみ
のあるものなら母には飲み込む力があると
言われ、面会に行った時に必ずゼリーやプ
リンを食べてもらいました。おやつが上手
に食べられるようになると、胃ろうと併用
で経口からの食事も始まりました。
人により違うと思いますが、まだ食事が

できる可能性が残されていて、周りの方の
協力があれば、胃ろうをしていても再び口
から食べることができる人もいると思いま
す。多くの胃ろう患者さんがそのままにな
らずに、再び口から食事ができるよう、病
院の方々の協力や理解を望んでやみませ
ん。

ぽ〜れぽ〜れ５月号
「胃ろう、延命治療について」を読んで
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広島県・Ｎさん　58 歳　男

早期退職したものの…

沖縄県・Ｉさん　58 歳　女

支部のおかげで
楽しく介護しています

茨城県・Ａさん　男

老健ではメマリーをもら
えず困っています

91歳の父は介護付き有料老人ホームに入
所していますが、今年に入って特に、認知
症が身体能力の急激な低下と相まって進行
しています。
施設の対応は自己保身的で、結果として

あの優しかった主人が、ある日突然に人
が変わり、暴れまくり、酒浸りになり、いっ
たいこの人に何がおこってしまったのか。
目の前が真っ暗になり、子供をどう育て
ようか悩みました。主人を連れて訪れた病
院で、若年性認知症と告げられた時は、何
の病気かと耳を疑いましたが、本人は病名
を聞かされた時から、また人が変わり、酒
をぴたりと止め、落ち着きました。夫は少
しずつ失ったこともありますが、今では子
供も社会人となり、父親の病気の事も受け
入れてくれています。
また、私は事あるごとに、沖縄県支部準
備会や、宮古島地区会の皆様の助言等をう
けています。もう一人で悩み、病気を隠し
ていては、前進がないと思い、皆に打ち明
けております。そうすると、自分の気持ち
も晴れ、本人（夫）の表情も明るく、サー
ビスも受けられ、介護は楽とは言えません
が、楽しく、この病気と付き合っている状
況です。「家族の会」と出会い、本人と二
人で旅に出るような感じで、行事に参加し
ていこうと思います。

本人の衰退を積極的にくい止めようとする
ことにはなっていない。私はこの３月で「早
期退職」したのですが、母の軽度認知障害
も進行しており、十分なことがまだ出来て
いません。私は一人身で、兄弟姉妹は死亡
していません。私の家内は2003年、アルツハイマー型認

知症と診断されました。2003年９月の「痴
呆フォーラムinいばらき」では、本人が心
境を語りました。そして、アリセプトを中
心にした投薬で病状は安定していました。
2010年８月に脳出血を発症。リハビリ

の結果、身体能力は歩行に手引きが必要に
なった位ですが、認知能力はかなり低下し
ていました。
2013年12月には転んで右大腿部頸部骨

折で入院手術。手押し車で50ｍ位歩けるよ
うになりましたが、残念ながら自宅に連れ
て帰ることはできず、4月から介護老人保
健施設に入所することになりました。
入所の打ち合わせで、今まで服用してい

る薬は出せないとの話を聞き驚いてしまい
ました。介護報酬の中に薬代が含まれてお
り、高価な薬（メマリー）を出すことがで
きないとのことでした。健康保険証も預か
られてしまいました。納得が出来なくて、
市役所の保険課に問い合わせれば「健康保
険との関係は分からない」、県の広域医療
相談所では「介護保険との関係は分からな
い」とたらい回しでした。
現在は仕方なしに、健康保険が使えない

ので、自費でメマリーを購入し飲ませてい
る状態です。

■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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「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

■国際会議でつながる地球家族
プエルトリコ会議の「家族の会」ブースに、ニコニコしながら、
アルゼンチンのアルツハイマー協会の代表ノエミさんが訪ねて
きてくれました。「会えてよかった。どうしてもこれを見せたかっ
たの」と開いたのは、取材から編集まですべてボランティアで
発行しているという会報の１ぺージ。そこには台北会議に出席し
た日本の本人さんや世話人さんたちの写真が掲載されていまし
た。一行の様子や歌声がとても印象的だったそうです。
その翌日、今度は日本が「第２回ADI─メットライフ財団賞」

で第１位を受賞したことを知り、再びお祝いにきてくれました。

昨年の第1位は彼女たちの
「認知症患者の家族支援グ
ループコーディネーター養成
活動」だったとのこと。家族
研修、認知症カフェや介護相
談など、ほとんどボランティ
アによって運営され、大きな
成果を上げているそうです。
ノエミさんの話を聞きながら、日本の各支部で尽力されている
世話人さんたちのことが思い浮かんできました。
飛行機で30時間もかかる地球の反対側で、認知症の人と家族

のために奔走している人たちとの出会いは、まさに「ケアでつ
ながる地球家族」を実感する体験となりました。
� （国際交流委員　鷲巣典代）

アルゼンチンの巻

4月10日、支部は守山市に月１回のカフェをオープ
ンしました（写真）。認知症、会員であってもなくても
予約せずに立ち寄って気楽にひとときを過ごすことが
できます。

初日のこの日、
たくさんのお客
様がトランプ遊
び、麻雀、コマ
回し等を自由に
楽しみました。

滋賀県
支部カフェ「やすらぎ庵」オープン！

４月19日、支部総会で会員数目標「前年度比２割増
約40人で240人」を可決。伝田景光代表は、「240人
は、長野県の認知症発症者推定数9万人の0.27％であ
り、圧倒的に少ない。単に会員拡大という意味ではな

く、介護を一人で抱え込み孤立している人たちを仲間
に入れ、少しでも楽になってもらうためにもっと頑張
るべき」と呼びかけました。
会員数目標達成のため「つどい」「会報発行」「電話

相談」など6つの活動を行うことを今年度の活動計画
として確認し合いました。

長野県
支部会員数　約40人増で240人

３月５日、男性介護者のつどいを福祉プラザで開き
ました。高齢の妻、母、叔母を介護中の男性、要介護
5の62歳の妻を介護している男性など9名が参加。
「施設入所している81歳の妻は『家に帰りたい』の

言動があり辛い」「84歳の母を施設入所させたが、今
でも半分は後悔している」「75歳の妻は物忘れ以外の
症状が見られないが、どう対応したらよいか」など、
介護者の悩み、苦しみを赤裸々に話し合う中で、認知
症について学び合い、本人を理解し介護力を高め合う
「つどい」になったようです。

福岡県
支部「男もがんばっとるばい！」　

昨年11月に、県内35市町村長と議会議長に「介護
保険改正に反対する意見書」の提出を要望しました。
その結果、真室川町など6市町村で採択されました。
支部では、2月から本部の呼びかけに応えて署名に

取組み、多くの会員の方からや、福祉関連団体、会員
の職場や近所の方、親戚の方など、会員以外の方から
もご協力いただき、3月末日までに、支部には588名
の署名がよせられました。
※�5月23日現在、本部と支部に届いた署名は831名
になりました。

山形県
支部「安心できる介護保険」を求めて

アルゼンチンアルツハイマー協会の世
話人さんたち。右端がノエミさん
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交流の場交流の場

普段の過ごし方

朝はだいたい
5時半頃に起き
て、洗濯をしま
す。その後主人
と一緒にウォー
キングをしま
す。その後食事
をして、週２回は実の里の家（デイサービス）に
行きます。デイサービスがない日は、教会の行事
などに参加し、誰かと過ごしていることが多いで
す。
ぼーっと過ごす時間はほとんどなく、家の中で
もいつも何か用事をしています。洗濯をよくしま
すが、他に草抜きや皿洗いなどもよくします。食
事の支度などを手伝っています。

生活の中で楽しい時間は？

皆と一緒にお昼の食事をいただい
ている時間です。皆が家族のような
ものなので、楽しくいただけます。
それぞれお話をしたり、分からない
ことも皆で話し合ったり楽しく過ご
しております。皆さん元気で色々な
方と話し合ったりしております。

元気に過ごすために気を付けていることは？

主人と歩いています（ほぼ毎日30分ぐらい）。
主人と一緒に毎日ウォーキングをしているのが楽
しみです。近くの総合グラウンドの緑の中を歩く
のがとても気持ち良いです。

詳細は各支部まで

宮城◉7月3日㈭・17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◉7月27日㈰�午前10:00〜正午／
若年期本人・家族のつどい→ウイリング
横浜
富山◉7月12日㈯� 午後1:30〜3:30／て
るてるぼうずの会→サンフォルテ
岐阜◉7月20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
◦7月27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
静岡◉7月8日㈫�午前10:00〜午後1:00／
若年性の人と家族のつどい→富士市フィ
ランセ
愛知◉7月12日㈯� 午後1:30〜4:00／元
気かい→東海市しあわせ村
滋賀◉7月9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
奈良◉7月5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

広島◉7月5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
◦7月12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
◦7月19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
◦7月26日㈯�午前11:00〜午後3:30／陽
溜まりの会西部→廿日市市あいプラザ
熊本◉7月5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

今月の本人 安藤みち子さん（61歳）広島県支部

今月は広島県支部若年性認知症のつどい「陽溜まりの会」
（東部）に参加されている安藤みち子さんをご紹介します。
認知症の診断を受けてから2年、ご家族と4人暮らしです。
とびきり明るいみち子さんは、会の中でもムードメー
カー。みち子さんが居ると場がぱっと明るくなり、とても
楽しい時間になります。普段はどんな暮らしを送っていらっ
しゃるのかを取材しました。書面での取材になったのですが、
みち子さんが直筆で書いて答えてくださった内容と、ご主人への
電話での取材をもとに報告します。� （編集委員　鈴木和代）

安藤さんご夫婦

▼�仲間と卓球をするみち子さん（コート左）。どんな相手でも上手に
ペースを合わせて機敏に動きます

皆でお茶（一番左がみち子さん）
ご主人の思い

みち子は明るい人なので、今
の様子が続くと良いと思ってい
ます。発症してからは、1日1日
をみち子が楽しく過ごすことが
一番の薬だと思って、優しく接
することを心がけています。い
い薬が開発されることも期待し
ています。
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一筆啓上
No.258 髙見代表の

20日 後援承諾 第57回日本病院・地域精神医学
会総会（同学会） ／

総会の資料作成の中で、「家族の会」の
会員数が26年間連続して増え続けている
ことから、会の魅力は何だろうと考えまし
た。入会のきっかけは様々ですが、会員を
長く継続される理由は会を形成している
“人”の魅力ではないかと思うのです。会
が大切にしてきた「励ましあい、助けあい」
の精神が根付いているからでしょう。
私事ですが、出産のため、しばらくお休

みをいただきます。３回目の出産ですが、
その度ごとに必ず不安がつきまといます。
介護保険の後退等で認知症の人や家族

の暮らしに暗雲が立ちこめる状況と同様
に、子育ても、しにくくなっていると感じ
ます。親として、子供に生きていくことの
素晴らしさを伝えたいところですが、経済
や環境、教育…取り巻く暮らしは厳しくな
るばかりです。
「家族の会」のように、国を形成してい
る“人”を真ん中に置いた政治であってほ
しいと思います。
� （事務局　三木敦子）

17

理事＆本部事務局活動・業務日誌

１日★常任理事会／１日〜４日★ADI国際会
議（プエルトリコ）片山・原 、鷲巣 ／ 16日
〜 18日★全国本人交流会（富山）勝田 ／ 17
日★福島県支部総会と支部設立30年記念講演
会（福島）髙見 ／ 19日★会報編集会議／ 20
日★電話相談月例会／ 23日★厚労省・社保審
介護給付費分科会（東京）髙見 、勝田 、辻
村 ／「安心できる介護保険制度を求める署
名第二次分」「徘徊による列車事故の社会的
救済制度の申し入れ」提出（東京）髙見 、勝�
田 、花俣 、辻村 ／ 24日★ＫＢＳラジオ
「ばんざい人間」出演　髙見 ／ 29日★臨時
常任理事会

14日★会計監査　

◦理事・本部活動◦

2014.5

会員のみなさんお元気ですか。
5月15日、衆議院本会議。全野党の反対にも
かかわらず介護保険を後退させる法律案（医療
介護総合確保法案）が可決されました。その前々
日、田部井康夫理事が厚生労働委員会に参考人
として出席、「家族の会」の主張を述べ道理を尽
くして法案の撤回を求めたのに、翌日に強行採決
し、その次の日の衆院通過でした。
要支援（通所介護、訪問介護）を介護保険か

ら外した方が良いとか、特養ホーム入所は要介護
３以上にした方が良いとか、利用料を2割にした
方が良いとか、そんな声は家族からも介護の現場
からも上がっていません。なのに、このような方針
はいったいどこから出てくるのか？
そう言えば、最近、国民の声や気持ちとどこか
違うと思うのに、国の考え方として進んでゆくこと
が多いように思いませんか。昨年末に成立した特
定秘密保護法は、著名なニュースキャスターがこ
ぞって反対し、公聴会では意見陳述者全員が反
対や慎重意見だったにも拘らず、翌日に採決が強
行されました。世論調査では廃止・縮小の声が多
いのに、原発は再稼動や輸出が進められようとし
ています。憲法上許されないとされてきた集団的
自衛権も、解釈の変更で可能にしようという流れ
です。それも、京都新聞に『自らに近いメンバー
を集めた私的諮問機関の結論は初めから見えてい

たのではないか』と言われる報
告書を根拠にして、です。『憲
法9条の骨抜き許されぬ』と
訴える同紙「社説」は、『国の
在り方の根幹にかかわる問題なのに、熟慮を尽く
す熱意が自民から感じられないのは困ったことだ』
と嘆いています。
こんなことでよいのでしょうか。この国はどこへ
行こうとしているのか、と思ってしまいます。
それに加えて、使いにくくなる介護保険や徘徊
事故の責任を家族に押し付ける名古屋高裁の判
決でうんざりしているところに、『豊かな国土とそ
こに国民が根を下ろして生活していることが国富
である』とする福井地裁判決は、私に元気を与え
てくれました。そうだ！　認知症の人と家族が地
域で安心して暮らせることこそが何よりも大切な
のだ！　認知症の人が大切にされる社会はそもそ
も人間が大切にされる社会なのだ！　「家族の会」
は35年間そのことを求めてきたのだ！
介護保険制度の後退は困ると声を上げ行動し、
8万5千超も署名を集めたわが「家族の会」の会
員は、ちゃんとそのことが分かっている人たちなの
だと、思います。この仲間とともに、次の活動を
始めようと思っています。
それでは、また来月まで、がんばってください。

◦会員数（個人・団体） 10,894名・団体（5月15日現在）
◦ホームページ総訪問者数のべ73,589件（4月1日〜30日）
◦本誌発行部数20,000部

ほっと
コーナー

事 務 局

１日 後援承諾 認知症フォーラム（朝日新聞社）
／７日、８日、14日、21日、28日 連絡

支部「事務連絡」 ／ 13日 会報 支部 会員

ぽ〜れぽ〜れ406号　協力：京都府支部 ／

◦事務局業務◦

文書等発受

初夏の富士山。福島県支部30
年記念講演会に向かう新幹線か
ら（５月17日）。翌日は支部の
人たちと、浪江町を視察。原発
事故で全町避難し、許可がない
と入れない同町は、3年前の姿
のままでした。怒りと悲しみ。
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