
「認知症カフェ」─これは認知症の人の居場
所のひとつです。そこには介護する家族も来る
し、近所の人も医師やケアマネジャー、行政の
人もやって来る。そこでは認知症の人も家族も
専門職も近所の人も皆、同じ人間。同じ場に居
合わせる仲間として美味しいコーヒーと茶菓子
で一服し、ゆっくり語り合っています。こんな
場が各地に増えつつあることで、認知症ケアが
確実に変化しつつあるように思います。認知症
の人が過ごしやすい居場所づくりの輪が広まる
ことは、まちの風景そのものを変えていくので
はないでしょうか。

●連載にあたって

「家族の会」の調査・研究委員会では毎年、テー
マを決めて調査を行い、その結果を集計・分析
して報告しています。２年前の2012年度は、認
知症カフェについて日本で初めて調査を行い、
報告書を出しました※。その頃は、まだ「認知
症カフェ」という言葉が厚労省の文書に明記さ
れて間もない頃で、そういった場自体も少なかっ
たように思います。調査を行なった後ぐらいか
ら徐々に認知症カフェは増加し、世間では最近
になって「認知症カフェって何？」ということ
が話題になり始めましたので、調査を行なった
メンバーとしては、世間の反応が随分遅かった
なぁと思っています。私は認知症カフェを運営
しているわけでも、本人や介護家族として利用
しているわけでもありません。調査を通じて見
聞きしたこと、そして調査をまとめた後に受け
た取材や、出会った皆さんから受けた質問、そ
こから考えたことがたくさんあるので、そのこ
とについて書いていきたいと思います。

●人と人がつながる居場所

20年前の阪神大震災で被災した私は、人と人
がつながることで逆境に立ち向かい乗り越える
ことができるのだということを実感しています。
そして「家族の会」は34年前から、介護者同士
が出会い、つながり、つどうことで、次に向かっ
ていく力を得る場としての「つどい」を実践し
続けてきました。孤立しそうな状況にある時、
人はお互い支えあってそれを乗り越えていこう
とする、そのために、つながりを生み出す拠点
としての場をつくる。これは最近始まったこと
ではなく、はるか昔から世界各地でいろんな形
で行われてきた人間の文化のひとつでもあると
思います。

いわゆる「認知症カフェ」は、2000年代になっ
てから目立ち始めた「まちの縁側」「地域の茶の
間」といった、地域の誰もが自由に出入りでき
るつどい場や、高齢者に限定した高齢者サロン
という地域づくりの流れから来ていると考えら
れます。こういった場をはじめ、以前から認知
症の人が地域の中で自由に出入りできる居場所
はあったのですが、厚労省が2012年の「今後の
認知症施策の方向性について」の中で「認知症
の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加
でき、集う場」として明記したことは、認知症
カフェが一気に増える発端となっています。

●最初に出てきた疑問

認知症カフェとは何か、どんな場であるのか、
それは本人や家族にとって、地域や社会にとっ
てどんな意味があるのか、認知症ケアをどのよ
うに変えていく可能性があるのか、といった問
いを検討していく中で、地域に開かれている認

新連載
1  鈴木和代

 「家族の会」調査・ 研究専門委員長

風景

「ぽ〜れぽ〜れ」通巻413号●2014年12月25日発行（第３種郵便物承認）

4



知症カフェのような場と、「家族の会」が
34年前の結成時から行なってきた「つど
い」と何がどう違うのか？　といった疑問
が湧いてきました。これは、その頃支部
の世話人さんからよく尋ねられた質問で
もあり、「家族の会」の中では、認知症カ
フェの登場に一瞬とまどいがあったよう
に思います。そんな中で、世話人さんか
らは「認知症カフェができたら、もう私
たちがやっているつどいは要らないの？」
という質問まで出てきました。もちろん違
いはあるでしょう。しかし重要なことは、
つどいと認知症カフェの違いにこだわる
ことではなく、何が違うのかを考える中
で、本人や家族が安心して過ごせる場、
本人や家族が地域の人や社会との関わり
を可能とする場というのは、どのような要
素をもっていることが必要なのか、お互
いに欠けているところはどのように補い
合えるのか、を考えることにあると思い
ます。従って私は、つどいと認知症カフェ
は本質的に同じだと思っています。「家族
の会」が行なってきた「つどい」の精神
に、時代がようやく追いついてきたのだと
思っています。しかし調査を終えてなお、

「家族の会」のつどいは、認知症カフェに
も及ばない要素があると確信しています。
それは、本人や家族が本音を言える場で
あること、そして本人や家族の声を社会
に届けることです。
 （つづく）

　国も　国民の輿論も　追い風となって吹いた。　　
介護保険制度も出来　看護と介護の評価がしっ
かりと確立した。
　ここに看護と介護が治療医学からひとり立ちし
ていった。
　制度の風に乗りさえすれば　食べていけると
なった。
　僕は「よかったな」と見る　しかしそこには大
きな落とし穴があった。
　ぼけ老人を「モミダネ」して生活しようとする
考え方である。
　この制度を握るのが　時の政治権力となれば　
その影響は「嵐」となって日本国中に吹きあれて
きた。

第十一話

伝えたいこと
早川一光卆寿の思い

向い風

※�報告書は「家族の会」ホームページからダウン
ロードできます。

「家族の会」の原点を見据えての
熱い議論を交わす！

東海ブロック会議報告� 11月15〜16日・山梨県

秋晴れの富士
のふもと河口湖
において、45名
の参加者が集ま
りました。
一日目は、「全国本人交流会の地域での開催について」

を議題にし、富山の取り組みを基調に、各支部の現状と
今後の展開を話し合いました。開催条件を整えることが
困難だとの訴えがありました。会員拡大については、会
費の徴収を年２回にできないか、賛助会員を増やすため
のアイデアなどの意見が出されました。
二日目は、「認知症カフェの各支部の取り組みと課題」

について議論しました。つどいとカフェの違いがよく分
からない、行政との関わり方のスタンスに戸惑う、との
声が聞かれ、髙見代表から、“認知症で苦しむご本人と家
族を救う、という「家族の会」の原点を押さえることが
肝心”と指摘がありました。カフェから、「家族の会」を
知ってもらうことにつながるという意見もあり、若年期
のつどい同様、検証をしつつ取り組もうと確認しました。
懇親会、甲州弁ラジオ体操と、楽しい時間も共有し、議
論を深めることができました。
� （山梨県支部代表　田村一貴）

鈴木和代（すずき・かずよ）プロフィール

　2011年から「家族の会」理事。1998年兵
庫県立看護大学卒業後、看護師として脳外科
で勤務。2004年熊本大学大学院修士課程修了
（文化人類学専攻）。2005年～ 2014年3月
まで京都大学で基礎看護学の助教として勤務。
現在は、兵庫県立大学大学院看護学研究科博
士後期課程に在籍し、基礎看護技術（快適な
姿勢と動きの支援方法）の研究に専念してい
る。3児の母。
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会員さん

からの

お便り

山梨県・Ｎさん　38 歳　女

深呼吸で疲れを癒して

私も、フルタイムで仕事をしており、６
歳と０歳１ヵ月の子育てをしながら母の介
護をしています。ただ現在は、産休中。な
ので少し余裕かと思いましたが、母の「デ
イサービス行きたくない」という毎回のワ
ガママや父の母に対する叱責で、産後のホ
ルモンバランスが崩れていたせいか、私が
パニックと過呼吸を起こしてしまったので
す。でも、「つらくない」ように関わろうと
１日だけを無事に過ごすようにしています。
未来のことを考えすぎると、つらくなって
しまうからです。だから母と同居する父と、
介護の役割分担をしています。連携がとて
も難しいのですが、１人で抱え込んで、つ
らくならないようにする秘訣です。

また、敷地内同居する義理の祖母も認知
症です。大介護時代と呼ばれる2022年の
手前なのに、親族の認知症の人が着実に増
えています。私は、この環境が分かったと
きに1年間ぐらい目の前がトンネルになり
ました。が、義祖母の介護を、義母が完璧
すぎるくらいに（？）担ってくれています。
だから、「この環境は大したことない」と
つぶやくようにしています（笑）。団塊ジュ
ニア～ポスト団塊ジュニア世代の私たちっ
て、同時に色々なことを求められています
よね。お互いに息抜きの場所をみつけて、
深呼吸しつつ疲れを癒やしていきましょう
ね。

京都府・Ｔさん　73 歳　女

実母の介護経験が
ゆとりに繋がって

アルツハイマー型認知症の夫はリバス
タッチの貼り薬の効果があり、認知症の進
行がかなり抑えられ、少しの時間の会話で
は他人にはほとんどわかりません。また、
意欲が全くなく、散歩も自発的にはせず、
生活全般、すべて介護家族のなすがまま。
私は、夫の24時間を背負っている生活です。
まだ手数のかかり具合は少ないのですが、
あまりにもじっとしている夫との生活に付
き合っているのがイヤになることがありま

ぽ〜れぽ〜れ11月号  「育児とダブル介護で疲
れ果てています」を読んで

兵庫県・Ｍさん　43 歳　女

追い詰められそうで怖い…

実母を在宅で介護しています。ケアマネ
とデイサービスからは、すっかりアルツハ
イマー型認知症扱いですが、診断が出てお
らず、今のところＭＣＩか初期段階だと私
は思っています。

今年の春にＭＲＩと長谷川式のテストを
脳神経外科で受けましたが、長谷川式の結
果がほぼ満点で、医師は私が何故認知症だ
と思うに至ったのか等の経過を個別に聞い
てくれず、本人の前では何も話せませんで
した。もっと丁寧な問診があるか、ＳＰＥ
ＣＴも受ければ違う結果だったかもしれな
いと思っています。ただ、長谷川式やミニ
メンタルのようなテストが得意な場合は、
中期に入らなければ診断してもらうのは難
しいのではないかとも思っています。

個人的に介護向きの性格ではない為、必
要最低限の介護を目指して一切頑張らない
意向です。ただ、ネグレクトと判断される
のが怖く、調べているうちに介護保険関係
者からの介入で虐待するまで追い詰められ
てしまうのではないかと若干被害妄想気味
になっているのが現状です。
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山形県・Ｎさん　80 歳　女

何年たっても
変わらないのは…

長崎県・Ｈさん　54 歳　女

在宅介護を続けていいの
か悩んでいます

東京都・Ａさん　55 歳　女

認知症の母と差し向かい

宮城県・Ｓさん　51 歳　女

同じ病気でも違う症状

半年に３人を看取り終え、８年が過ぎま
した。介護保険もない頃からの介護でした。
その頃からみれば、施設もびっくりするほ
どでき、楽なように思われますが、何年たっ
ても変わらないのは、理解のない人が多く、
そのため泣きながら介護している人がいる
事。声をかけることも出来ない時がありま
す。情けなくなってきますね。

近所に住む義母を介護しています。薬の
管理が全くできず、毎回渡すようにしてい
ます。夜はさみしいというので、長男であ
る夫と２人で泊まり込んでいます。仕事を
しながらの介護はイライラするばかり。毎
日デイケアに通い、土日はショートステイ
を利用しています。それでも在宅を続けて
いていいのか悩んでいます。要介護2の現
在は、かなりの自己負担があります。

す。物忘れのある夫と会話をしても楽しく
なく、続きません。

実母を10年介護した経験があり、今ある
程度ゆとりをもって夫に接していることが
出来ているのだと思えます。

化等に一喜一憂しております。私どもは平
成22年11月に義母を病院にお願いして４
年になります。少しずつ物忘れがひどくな
り、興奮とこだわりが強くなり、社交的だっ
たのに、引きこもりとなりました。原因は
アルツハイマー型認知症です。お陰様で今
は安定しております。しかし、平成24年11
月より口からの食べ物を受け付けず、点滴
となりました。同居の私たちも持病をもっ
てしまい、自宅での介護は…。申し訳ない
のですが、病院にお願いしています。

近所の方から「うちのおふくろ、アルツ
ハイマーなんだけど、どうなるの？」と60
歳代の方から質問され驚きました。世間に
隠さず、オープンにされています。そのせ
いか、お母様も車で５分の所で一人暮らし
をしています。同じ病気でも穏やかで、介
護の家族も穏やかで、お手本にしたいと思
いました。

アルツハイマー型認知症の実母を子供の
いない私達夫婦で介護をしています。弟は
仕事の多忙さと遠方に住んでいるため協力
を得られません。

３人家族なので認知症の母と差し向か
い。情愛と悲嘆の波に翻弄され、朗らかに
母に向かってあげることが難しくなってき
ました。母にも私にも、人間関係の広がり
がほしいと思っています。

毎月のぽ～れぽ～れを拝読させて頂いて
います。介護されている方々の声や薬の進 〒 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〈「家族の会」編集委員会宛〉
FAX.075-811-8188　E メール  office@alzheimer.or.jp

お便りお待ちしています！
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11月は113～ 116回（６、13、19、26日）
の４回の開催でした。（12月は１回の予定）
�
■�要介護認定とチェックリストの関係について
６日には、引き続き、条件をつけずに要
介護認定を原則とするよう求めました。10
日の担当課長会議に示された資料を確認し
たところ、要介護認定を受けるには、要介
護１以上や訪問看護等を希望することが必
要であるかのようなガイドラインの文言が、
希望すれば要介護認定が受けられる内容に
近い文言に修正されていました。それでも
漏れてしまう人が出る懸念がなくなったわ
けではありません。そこで、19日の分科会
で、要望に耳を傾けてくれたことは多とす
るが、懸念が払拭できるよう引き続き改善
してくれるよう要望し、26日にはそれに併
せて、要介護認定において認知症がある場
合、一時判定で要介護１以上になるようシ

ステムを改善することを要望しました。

■�このほか、述べた意見の主なもの
①予防給付の通所介護、訪問介護の介護

報酬を引き下げるという案に、認知症の人
の場合、予防給付もレスパイト（息抜き、
休息）の役割を担っていることを理由に反
対（13日）。②ケアマネジャーのサービス
に結びつく前の相談支援に介護報酬を認め
るよう要望。③ショートステイを連続30日
以上利用した場合の介護報酬を引き下げる
案に、利用せざるをえない理由があるとし
て反対。④定期巡回、複合型に一部支給限
度額の枠を外すという案に併せて、個別サー
ビス利用の要介護４、５の人にも同様の配
慮をすべきであると要望（以上19日）。
➡議論は大詰めです。利用者の側に立っ

た論点の少なさや大枠の中で細部にこだ
わっていることへのもどかしさも感じます
が、ガイドラインが変わったように、言い
続けることの意味を信じ、もう一踏ん張り
したいと思います。

介護給付費分科会レポート�❻
田部井理事の

私たちが署名活動を展開しましたが、介護保険
制度の内容を変える法律が成立し、来年度から順
次実施される予定です。どのように変わるのか、
利用する際の注意点は何かについて、2回に分け
てお知らせします。

❶「まずは要介護認定から始まる」ことが
　変更となる
田部井理事の努力により改善が図られました
が、うっかりすると要介護認定を受けずに市町村
事業に振り分けられる可能性があります。サービ
ス利用を希望するときは「要介護認定を受けたい」
と、はっきり言うことが大切です。使うサービス
も違ってきます。

❷利用者負担が1割から2割になる人が出る
　（来年８月より）
これまでは、一律に1割でしたが、本人の所得
で1割か2割かが決まります。本人の年収280万
円以上の方が対象です。本人負担の割合が介護保
険証に記載されます。

❸�預貯金が1,000万円以上ある人は補足給付
　（食費・居住費）が受けられなくなる
　（来年８月より）
ショートステイや特養、老人保健施設、介護療
養型医療施設の入所での食費や居住費の負担軽減
である補足給付が、預貯金が1,000万円以上ある
方は、対象除外となります。所定の申請をしない
と、給付対象外となりますので注意してください。

� ─2015年介護保険制度改正ポイント㊤どう変わるの?
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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

■本人と家族のチームワークを発揮したアジア太平洋会議参加
11月7日、インド・ニューデリーで開かれたADIアジア
太平洋地域会議に「家族の会」から3人の本人、山本きみ
子さん、松島研二さん、丹野智文さん、そして家族のみな
さんが参加されました。拍手に迎えられて、オブザーバー
として運営会議に出席、午後からは、インドの皆さんと本
人交流会を開きました。インドからは、協会の運営するデ
イケアセンター利用の6人の本人とその介護者、医師やボ
ランティア、看護学生など総勢25人ほどが参加、松島さん、
丹野さんは、一部を英語で自己紹介しました。
山本さんは認知症カフェの運営に関わっていること、松

島さんは自分の
ためにも家族の
ためにも健康を
大事にしている
こと、丹野さん
は工夫をしなが
ら働き続けていることなどを話すと感嘆の声が上がりまし
た。インド側の出席者は進行期の方が多く、家族や専門職
が発言していましたが、「デイケアは楽しい。感謝している」
と言葉を探しながら話してくれたご本人もいました。
交流会後は、地域づくりのワークショップに全員参加。

いろいろな国の言葉が飛び交うなれない環境のなかでも、
全員が落ち着き、互いに協力し合って行動され、本人や家
族の持つ可能性を見事に発揮されたインド・ニューデリー
会議参加でした。� （国際交流委員　鷲巣典代）

インドの巻

今年度の街頭行動は、７地区会116名が県内10ヵ
所で９月13日から21日にかけて行い、福島地区会は、
総勢47名で「ただ配布するだけでなく認知症について
説明もすること」を目標に行いました。

若い方には地域での見守りや声掛けをお願いしたい
こと、高齢の方には認知症を正しく理解して早期発見・
受診・対応を呼びかけました。また、悩んでいる方に
は「つどい・相談会」の案内をしました。
世話人の井桁ユウさんは「とても反応がよかった。
入会の約束もありました」と語っています。

福島県
支部配布だけではなく声掛けもしました

９月21日、県内３大学からボランティアとして11名
の教員・学生の参加を得て総勢27名で街頭活動を行い
ました。その後の昼食会で若い学生から「質問されて

緊張した」「今後、医療従事者に
なるものとして貴重な体験になっ
た」という感想が話されました。
支部だよりは「未来に繋がる活動
だった」と評価しています。

石川県
支部若い力がいっぱい！ 未来に繋がる活動

10月１・２日のリフレッシュ旅行参加者31名は、奈良
市内の春日野荘に宿泊し、研修会と懇親会、翌日は琵琶
湖博物館見学をしました。懇親会のカラオケでは、ご本
人が率先して笑顔で歌い、それぞれのご夫婦の仲睦まじ

い姿が感動を呼びました。
また、「研修もとてもよかった。何より会員の皆様がよ

く学習されており、私自身も介護保険について勉強しな
ければと思った」「世話人の皆様の温かく親切な対応に
心打たれます」等々、よい刺激を受けたことや世話人へ
の感謝の言葉が参加者から寄せられました。

奈良県
支部仲睦まじいご本人夫婦の姿に感動

　８年前、介護に疲れ果てた重富絵里さんが、新聞で「家
族の会」を知り、つどいに参加するようになりました。
そして地元で『気軽に同じ悩みを抱えている仲間の
会を』という思いから、6年前に４人の役員さんと「い

なぎ認知症家族の会オレンジｉ（あい）」を立ち上げ、
現在会員が20名ほどです。月一回の昼食会を中心に会
報の発行、本やDVDの貸し出し、情報提供等を行なっ
ています。また、駅ビルの食堂の一隅を借りて会員が
三々五々つどい、食事やビールを飲みながら会話を楽
しむ「お気軽カフェ」も開催中です。

東京都
支部一人の思いがみんなの思いに広がり…
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