
２月６日開催の分科会は、予想を上回る大幅な
介護報酬の引き下げ案がテーマでした。

■報酬引き下げについて
直前に発表された新オレンジプランに対する期
待もしぼんでしまうほどの引き下げ幅で愕然とし
た。介護報酬はいわば基本給で、それを引き下げ
て加算で補填するのは基本給を切り下げて手当て
で埋めるようなもので、処遇改善の有るべき姿で
はない。しかも、その加算も必ず取れるとは限ら
ない。この報酬改定が働く人の意欲と介護業界の
イメージに与えるダメージの大きさは計り知れな
い。このまま実施すべきではない、と述べました。

■認知症関連の項目について述べた意見
◦ケアマネジャーの報酬について
サービス利用に結びつかない相談支援に介護報
酬を認めることを、初期支援強化の一環としてぜ
ひ再考してほしい。認知症加算が基本報酬に組み
入れられたが、要介護３、４、５については額が
低すぎるので再検討すべきである。
◦認知症対象のサービスについて
認知症デイやグループホームの報酬も大幅な引

き下げになった。国家戦略で謳っている医療・介
護の充実の理念が、この改定案のどこに反映され
ているのか理解できない。今回の改定には間に合
わなかったのか、考えを聞きたい。（水谷室長より、
介護保険がすべてではないとの趣旨のコメントが
ありました）

■利用者にとっての報酬引き下げ
報酬引き下げは利用者の負担減にはなるが、働

く人に負担を負わせて負担が減ることを利用者と
しても望んではいない。「家族の会」は、働く人が
不安なく仕事に専念でき、それによって良質な介
護が受けられ、安心して生活できることを望んで
いる。
以上の意見を述べましたが、結果的には修正は

なく提案どおり改定案は了承されてしまいました。

介護給付費分科会レポート❾
田部井理事の 〈最終回〉

社会保障審議会 介護給付費分科会の様子

制度改定の具体的な議論に継続して参加したの
は今回が初めてでした。給付費分科会の議論は具体
的で議論しやすい反面、法律で方向性が決まり、介
護保険部会で決められた改定の大枠の中での議論
という大きな制約があることを痛感しました。しか
も、財務省の引き下げの方針がささやかれていまし
た。状況は厳しいものでした。しかし、「家族の会」
は、介護保険制度を大事に思い、誰よりもその後退
を憂う利用者の立場から、予算の使い道に知恵を絞
ろう、消費税増税の上に給付抑制・負担増は道理に
も合わないと一貫して訴えてきました。発足以来初
めて取り組んだ署名活動でも、その考えは大きな支
持を得ました。その原点に返って、なんとか「家族

の会」の思いを厚生労働省や分科会の委員の皆さ
んに理解してもらうよう、どの視点から、どういう
言葉で、いつ意見を述べるべきか、考え考え臨んで
きました。具体的な論点については、少しでも利用
者にとってプラスとなり、マイナスが小さくなるよ
う心がけて取り組みました。具体的な成果は、総合
事業のガイドラインの一部修正というささやかなも
のではありましたが、言えば通ることもあるという
手ごたえともなりました。
月に４回開催されたこともあり、回数を重ねるこ

とによって、「家族の会」の考え方を知ってもらう
こと、また、利用者団体としての存在感を示すこと
が少しはできたのではないかと思っています。

どういう言葉で、いつ発言するか･･･考え考え臨む
介護給付費分科会に出席しての総まとめ

田部井康夫
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会員さん

からの

お便り

神奈川県・Ｙさん　48 歳　女

本人の思いを尊重して

81歳の母は一昨年くらい前から、認知
症の兆候があり、様子を見ていました。今

東京都・Ｉさん　79 歳　女

2月までで終了と言われ
私は困っています

京都府・Ｍさん　47 歳　女

尿失禁をするように
なって…

長崎県・Ｎさん　51 歳　女

少し余裕が出来て…長野県・Ｎさん　67 歳　女

混乱して苦しい毎日

私は、昨年7月にアルツハイマー型認知
症と診断されました。介護保険を申請して
要支援１と認定され、デイケアを利用して
いますが、市から2月までで終了と言われ
ました。
症状は日に日に進み、体全体がこわばっ

ていますし、話すのが不自由で困っていま
す。

滋賀県に住む76歳の母は、３年前アル
ツハイマー型認知症と診断されました。障
がいを持つ弟も一緒に暮らしていて、３人
分の家事すべてを80代の父がしています。
母は、デイサービスに週４日なんとか
行ってくれていますが、３ヵ月前より、尿
失禁をするようになりました。父が高齢に
なったこともあり、不安感を抱くようにな
りました。

４年前にアルツハイマー型認知症と診断
された母は現在81歳、要介護２です。診
断された直後から「広報ながさき」で会の
事は知っていましたが、仕事をフルタイム
でしていたため、参加が出来ずにいまし
た。２年前に退職し、デイサービスやヘル
パーさんの助けもおととしから定着しまし
た。私はパートに出てはいるものの、少し
時間が取れるようになったため「家族の会」
に参加、いろんな方々の助言を頂いて、前
向きになれた気がします。

68歳の夫は、海馬の萎縮があると検査
でわかりました。物忘れが多くなってきて
おり、薬を飲んでいます。今のところ、自
営業なので、仕事は続けています。先生は
はっきり認知症とは言われません。妻であ
る私が、現実を受け入れられず、混乱して
いる状態で苦しい毎日です。

年、年末年始の帰省時には、生活が難しく
なってきていたため、現在病院にて検査中
です。介護保険の認定も申請しました。
病気の兄と二人暮らしのため、また、本

人は活発で介護されることや、人の手を借
りることに抵抗が強いため、本人の思いを
尊重しながら、どうサポートしていくか、
苦慮しています。
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大阪府・Ｈさん　48 歳　女

自分が嫌いになります

京都府・Ｉさん　67 歳　男

最近イライラしています

愛知県・Ｉさん　61 歳　女

情報を集め伝えるけど…

大阪府・Ｏさん　52 歳　女

入院中の身体拘束

67歳の母は、平成25年7月にアルツハ
イマー型認知症と診断されました。同居の
私が仕事に行けば、携帯に意味不明な事
を話し、家に帰ればおかしな行動を繰り返
します。
私の他に姉妹は２人いるものの、「いつ

も有難う」で済まされ、心のより所がなく
辛いです。母に優しく出来ない自分が嫌い
でなりません。

アルツハイマー型認知症の93歳の母を
６年介護しています。現在要介護２です。
今までいろんな本を読んだり、いろんな方
に聞いたり、自分なりに介護してきました
が、最近自分自身がイライラしています。
いけないと思っても、母に強く言ったり、
ひとり愚痴ってしまいます。
同じ介護をしている方々と話が出来れ

ば、落ち着けるかと思い「家族の会」に入
会しました。

87歳の認知症の母は、兄夫婦と同居し
ています。認知症の介護や接し方、関わり
方について情報を集めて兄夫婦に伝えて
いるけれど、認識共有がしづらいです。兄
夫婦のこれまでの生活リズムを変えなけれ
ばならないことに抵抗感があるためだと思
います。今、少しずつ受け入れてくれては
いますが…。

83歳の父は、３年前アルツハイマー型認
知症と診断されました。今年になって、イ
ンフルエンザ、肺炎で入院して２週間とな
りました。面会時間以外、安全のため拘束
処置をしています。そのため、ますます、
認知機能の低下が見られ、家族として心を
痛めている状態です。早く退院させて気持
ちを落ち着かせてあげたいと切に願ってい
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〈「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！

岡山県・Ｈさん　54 歳　女

言動が疑わしく心配

81歳の母はまだ受診しておらず、診断
されてはおりませんが、言動に疑わしいこ
とが多々あり、心配しております。介護付
きの高齢者専用賃貸住宅で暮らしているた
め、生活全般においては安心しております
が、心のケア、対応の仕方について情報が
頂きたいと思っております。
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支部だよりにみる

「ある日突然主人が脳梗塞　そして認知症に」
　　　　　　　　　　　　　� 福井県支部　会員

137
北

南
から

から
福井県

今回は

福井県支部版
（2015年1月号）

●脳梗塞の発症

　「ちょっと体がおかしい…」呂律の回らな
い口調で携帯電話からの主人の声。2005年
８月12日、午後の出来事です。私はびっく
りして仕事先から家に戻りました。居間のテ
レビの前で尿を漏らして倒れていました。救
急車で運ばれて、検査の結果は脳梗塞。
　右半身麻痺で40日間の病院生活は主人の
生活を180度変えました。言葉を失い、立
つこともできなくなって主人も戸惑いました
が、それ以上に看病経験ゼロの私にとって
も青天の霹靂でした。主人は59歳の誕生日
を迎えて４ヵ月目の出来事でした。私は54
歳、まだまだ介護は他人事のつもりでした。

●断られ続けた介護サービス

　介護サービスは退院後すぐに受けられる
ようになっていました。ところが、元気だっ
た人がある日突然病人ですから、病気慣れ
もしていません。デイサービスに行っても帰
宅願望が強く、また、力は十分にあり車椅子
で暴走しては、周りの人に迷惑をかけていま
した。お願いしたデイサービスの方から断り
の連絡が何度かありました。その都度、私
のピンと張った心の痛みが限界にきていまし
た。
　そして、３ヵ月程お願いをしていた所から
も、とうとう断られたのです。帰り際に「も
し、あなたのお父さんが今の主人のような状
況だったらどうしますか？」と尋ねますと、
「僕だったらドクターを探します」と言って
くださいました。実はその頃、主人は脳梗
塞から認知症になっていました。ところが私
は、脳梗塞は受け入れたのですが、認知症
は認めたくなかったのです。ですから、人に

も主人が認知症であることを言ってなかった
のです。

●転機
　崖っぷちに立った私は、ようやく知人に認
知症のことを言えたのです。びっくりした知
人は、それだったらと病院を紹介してくれま
した。さっそく、主人とその病院を訪れまし
た。私に何枚かの書類をくださり、細かく記
入して帰りました。そして、何日かして私だ
けが病院に呼び出されました。私のカウンセ
リングでした。
　ソーシャルワーカーの人と看護師さんが、
二人でじっくりと３年間の私の想いをすべて
聞いてくださいました。娘たちにも、親にも、
友人にも、誰にも言えず、ただこれは私の
ことだから…と自分に言い聞かせては我慢し
ていたすべてのしこりを、涙とともに何の気
遣いもなく出すことができました。そして、
私の気持ちをわかってくださる人がここにい
る、という安心感で心が温かくなったのを感
じました。３年間のモヤモヤが、とてもスッ
キリとして長いトンネルから抜け出せた気が
しました。（余談になりますが、先日、福井
で介護されていた奥様がご主人を殺めた事
件がありましたが、私のようにカウンセリン
グの機会があったならば、こんな不幸な結
果にはならなかったかもしれないと、残念で
なりません。）
　それから、やはりショートステイやデイ
サービスをお願いして、１週間に４日はデ
イ利用で、私は仕事に全力投球することに
しています。その代わり、週３日は主人に
100%の日にする、このようにして気分転換
しながら心豊かに生活しています。
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この光景に慣れてはいけない
東京電力は、昨年の４月から福島第一原発で高
濃度の放射性物質を含む汚染水が港湾外に流出し
ているのを把握しながら、今年の２月24日まで公
表しませんでした。これが原発事故から４年が過
ぎた福島の現実です。収束などしていません。い
まだに120,296人が県内外に避難を余儀なくされ、
47,219人が県外に避難をしています（2015年２月）。
原子力災害の特徴は、生活再建のめどが全く立

たないことです。避難指示区域の線引きにより賠
償金に差がつけられ、地域が分断され、住民同士
の感情的な対立も消えていません。家族がバラバ
ラになったままの避難生活の長期化は、心や体を
蝕んでいます。仮設住宅での孤独死等震災関連
死1,900人、自殺者は60人になろうとしています。
避難者は、環境の変化に苦しみ、アルコール依存
症や引きこもりが増えていますが、解決の糸口が
見つかりません。除染された土は我家の庭に埋め
たまま、除染袋は家の周囲にたくさんあります。
この光景に慣れてはいけない、受け入れてはいけ
ない、と自分に言い聞かせて暮らしています。
浜通り地域の被災市町村の要支援・要介護高齢

者の割合は、震
災前の2011年1
月と震災発生か
ら約３年を経過
した2014年５月
末を比較すると、
全国及び県全体
の伸び率を大幅
に上回り、要支
援・要介護高齢
者の増加が著し
い状況となって
います。

増える入所相談
この間、避難家族からの入所相談が増えていま
す。突然、強制避難を余儀なくされ故郷を失った
上に、居場所が定まらない生活が今も続いている
からです。先日の相談は、強制避難のため、長男
夫婦は仮設住宅に、両親は借り上げアパートで二
人暮らし。避難２年目から母親のもの忘れがひど
くなり、家事ができなくなる。父親は、慣れない
妻の介護と食事作りで体調が悪化し、透析になっ
てしまう。週３回の透析通院は本人だけでは困難
なため、嫁が通院介助。現在父親は要介護１、母
親は要介護３（避難前は介護認定なし）。２人の介
護はとてもできないと判断し、認知症の母親は老
人保健施設に入所。しかし、長期入所は無理と聞
き、特別養護老人ホームを申込みに来たとのこと。
避難生活以前は、農業をしながら４人で暮らして
いて、畑仕事や家事も普通にやっていた両親。「原
発事故さえなければ」と。このように突然人生の
すべてを奪っているのが原子力災害です。国は、
福島県民の苦しみを置き去りにして、原発再稼働
と新たな原発建設を進めようとしています。

未来に希望をつなぐ生き方を
先日、テレビインタビューで「原発再稼働に賛

成です。街の活性化には必要です」との主婦の発
言を聴き、悲しくなりました。人の命や健康と儲
けを天秤にかけるような社会はもうやめにしませ
んか。「ぼけても安心して暮らせる社会」の実現は、
経済利益を優先させる社会ではなく、次世代に豊
かな自然と平和を残す取り組み、からです。
「家族の会」の皆さん、未来に希望をつなげる
生き方をいっしょにしていきましょう。

福島県支部代表（特養ホーム施設長）
佐藤　和子

被災地の状況を報じる京都新聞（3月5日付）

「原発事故さえなければ…」

原発事故避難区域の避難者のための仮設住宅

増える避難家族からの相談
事故から4年──収束などしていない
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閉じこもりがちな本人と家族が楽しいひとときを過ご
し、社会とつながる場「カフェ・オレンジ」を支部活動
として、毎月第３日曜日に開催しています。
世話人が本人の話し相手をしたり、家族からの相談

に乗ったりしています。家族も喫茶店より安心できると
言って、利用者同士の歓談の輪も広がっています。
会場は、佐賀駅北口から歩いて４分の佐賀県長寿セン

ター正面の「バリアフリー住宅」、参加費はお菓子、飲
み物代として200円。「カフェ・オレンジ」の“のぼり”
を目印にお越しくださいと世話人が呼びかけています。

佐賀県
支部“のぼり”を目印にお越しください

「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

■国際アルツハイマー病協会2015年パース国際会議
〈本人の活躍が期待されるパース会議〉
2017年国際アルツハイマー病協会国際会議は、日本で
の開催が決定しましたが、今年2015年は、オーストラリ
ア南西部の都市パースで開かれます。
会議は、ケア、治療、当事者の体験と視点という横断的
なテーマのもと、①最新の認知症研究　②予防　③認知症
の人の支援と可能性の拡大　④認知症の過去、現在、未来　
⑤認知症をめぐる政治的な動きと国際動向　という5つの
分科会に分かれて発表が行われます。本人自身あるいは本

人に焦点をあてた発
表も多く、有名人に
よる本人へのインタ
ビュ―などもメイン
プログラムになって
います。また、日本
からも20以上のポ
スター発表が予定され、ケアや医療現場での日本の取り組
みが世界に向けて発信されます。
ADI国際会議は、専門職や研究者だけでなく、本人、介

護者、ボランティアなど認知症に関わる様々な人たちが、
平等な立場で知識や経験を共有し学びあえる貴重な機会で
す。パース会議から多くのものを学び、2年後の日本開催
に生かしたいと考えています。�（国際交流委員　鷲巣典代）

オーストラリアの巻

若年認知症のつどい「翼」を毎月第１、第３木曜日
に泉社会福祉センターで開催しています。
11月29日の「世界アルツハイマーデー記念講演会」

で翼合唱団が公演、ご本人のＴさんが自分の思いを発表。

12月4日の定例会の参加者29名で、記念講演会につ
いての感想を話し合いました。
参加者から「Ｔさんの話は素晴らしかった」「わかっ

てもらっているという感じがした」「ステージは初めて
で興奮して眠れなかった」「涙が出て歌えなかった」な
どの感想と「忘れられない1日」という声がありました。

宮城県
支部忘れられない1日になりました

「ケアラーマネジメント勉強会」は、支部が2011年
から始めたケアマネジャー対象の「介護者支援が生き
るケアプラン講座」で、受講者が支部と相談して立ち
上げた勉強会です。介護者支援を盛り込んだケアプラ

ンの作成を目標に毎月1回、現役ケアマネジャー10名
程度で事例検討を積み重ねています。
「ケアプランに介護者支援を位置付けることにより、
介護者を社会から孤立させず、希望する生活の実現を
後押しすることになります」と、勉強会のメンバーで
ある船橋昭彦さんは述べています。

愛知県
支部介護者支援をケアプランに!

１月７日に世話人会を開催。まず、リフレッシュ旅行、
各地域でのつどいの開催など、１年間の活動の流れを
イメージして新年度事業を確認。また、今年度最後の
若年のつどいの打ち合わせ、支部総会の日程の検討。

総会後の催し物については、和気あいあいと時間をか
けてアイデアを出し合い次回に再検討でお開き。
新年早々にもかかわらず、お屠蘇気分返上で参加。「気

分の切り替えが早いのは、日頃から自覚と責任を持っ
て多忙な支部活動をこなしているからこそ」と世話人
の植松多恵子さんは語っています。

千葉県
支部お屠蘇気分返上で世話人会

©ADI
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　 こんなふうに日頃の様子や心配ごとを話し合います。うまく伝えにくい場面では、経験豊かな世話人が本
人の気持ちに沿いながら言葉を補って会話を助けます。
　まわりを気にせず、思ったままをそれぞれが本人流で話し、仲間と元気を分け合っています。
　この日も「また、会いましょうね」と言葉を交わしながら笑顔で帰っていきました。

宮城◉4月2日・16日㈭� 午前10:30〜午後
3:00／翼のつどい→泉社会福祉センター
岐阜◉４月19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

◦4月26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◉4月4日㈯�午前10:30〜午後3:00／元
気かい→東海市しあわせ村
滋賀◉4月8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

広島◉4月11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
◦4月25日㈯� 午前11:00〜午後3:30／陽溜
まりの会西部→あいプラザ
福岡◉4月4日㈯�午前10:00〜午後0:30／あ
まやどりの会→市市民福祉プラザ

（詳細は各支部まで）
交流の場交流の場

進行させないための工夫

今月の本人 若年のつどい参加者（京都府支部）

参加希望の方は開催支部
にお問い合わせください。

全国本人交流会インとやま
日時◦5月22日㈮～ 24日㈰の2泊3日
会場◦富山県朝日町笹川1275
問い合わせ◦076-441-8998

（富山県支部）

関東地区本人交流会イン埼玉
日時◦5月23日㈯～ 24日㈰の1泊2日
会場◦デイサービスセンターかぐや姫
問い合わせ◦048-667-5553

（埼玉県支部　月・火・金10:00 ～ 15:00）

本人交流会の
ご案内

1年に5回開かれる京都府支部の若年のつどいには、毎回10人～ 15人くらい
の本人の方が参加、話し合い中心のグループと歌やゲーム中心のグループに分
かれて交流しています。今月は、昨年11月に開かれた「若年のつどい」から話
し合いのグループの様子をお伝えします。 （世話人　芝山由美子）

Ａさん（男性）◦みなさんは悪くならないように
するために、どんなことをしていますか？　私は、
脳を刺激するために針治療を受け、iPadを使った
り、百マス計算をやっています。
Ｂさん（男性）◦「老いへの備え」を大切にして
います。お金の管理など自分だけしか知らないこ
とを家族に伝え、大切なものを一ヵ所にまとめた
りしています。
Ｃさん（女性）◦先生のアドバイスを守
ることを心がけています。頑張って歩い
ていましたが、頭を使うことも大事だと言われま
した。デイサービスや音楽療法などに参加して、
認知症の症状が良くなってきたと思います。
Ａさん（男性）◦私は認知症が進行しないように

主治医に頼んで薬を増量してもらい
ました。みなさんは薬を飲んでいま
すか？
Ｄさん（女性）◦私は、薬は飲んで

いますが、それには頼らないようにし
ています。
�Ｅさん（女性）◦私も薬には頼らず、毎日２時間
くらい散歩したり、テニスをしたりしています。
成本医師◦医師は症状を診察し、タイミングに合
わせて種類や服用量を決めます。むかつきや下痢
などの副作用もあります。
Ｆさん（女性）◦一人で暮らしていますが、薬の
管理や金銭管理などいろいろ不安を感じていま
す。
成本医師◦一人暮らしだと自分で何でもしなけれ
ばならないので大変ですね。看護師さんやヘル
パーさんにお薬の管理な
ど手伝ってもらう方法も
ありますから、ケアマネ
ジャーさんに相談してみ
てはどうでしょう？

６人の本人さんが、京都府立医大病院の成本医師、世話人とともにテーブルを囲み、いつものように自己紹介か
ら始まりました。今回は、初参加のＡさんの提案で、進行予防の話題から始まりました。

若年のつどいが開かれている
京都社会福祉会館
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