
支部だよりにみる

私の介護∼今は穏やかに母と向き合う∼
　　　　　　　　　　　　　� 福岡県　久野　寛
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●今の母と私
91歳の母を在宅介護して５年目。２人兄

弟の２歳下の弟は13年前58歳で死亡。私
は、妻の同意を得て実家で母と生活してい
る73歳男の介護実践中。

母はアルツハイマー型認知症で、当初
は要介護３だったが、今は要介護５。幸
い寝たきりや車椅子生活ではない。現在
デイサービスは週６回、ショートステイは
月15日前後。心身共に余裕が生まれ、趣
味のキス釣り等や仲間と飲む機会も増えた
が、サービス利用に対する葛藤で悩む事が
ある。ショートステイからの帰宅が近いと、

「このままもっと施設にいてくれたら」と
いう思いが生じる。その一方で長い利用で
は、「申し訳ない」という思いで心が晴れ
ない時がある。私や妻の名前も分からなく
なったが、利用途中の面会では一緒に歌や
昔話等、母との会話を楽しんで帰る。こん
な夜のビールも格別で至福のひと時を楽し
んでいる。

●手探りだった介護（2011～ 2012年）
私は70歳まで働き、休みに一人暮らし

の母の元に帰る度、異変を感じながらも病
院を拒み続けるので静観していた。ある
日、冷蔵庫にトイレットペーパー、洗面器
等を発見、予期していた事が現実となった。

母が信頼している医師に相談し、精神病
院に紹介状を書いて頂きなんとか受診した
が、要介護３に該当すると言われショック
だった。

薬の副作用か攻撃的な言動、幻覚や昼
夜の室内徘徊症状等が加わった。更に、廊

下や畳に尿便の失禁。リハビリパンツのポ
リマーでトイレを詰まらせる、便のついた
物をあちこちに投げ捨てる等々異常な行動
が続き、毎日が驚きと対応に追われ、私は
クタクタで点滴を打ってもらう程疲れきっ
た。料理を作ってくれる妻にも、最初は喜
ぶがすぐに険しい表情で「帰れ！」等、妻
を拒否する母の症状に愕然となった。私は
ストレスで何をする気にもならず、昼から
ビールを飲む日々が続き、「これから先ど
うなるのか」と焦りと不安ばかりが増した。

●周りから教えられ（2013～ 2014年）
「家族の会」のつどいに参加し、介護体

験を聞き悩みを共有する事で気が楽になっ
ていった。リフレッシュ旅行や慣れない料
理作りも楽しんだ。ケアマネやサービス事
業所からのアドバイスも受け感謝。

そんな折の2013年４月、排泄の後始末
に手間取る私に母が激怒、スリッパで蹴り
上げたので大声で叱り太腿を思いきり叩い
た。更に５月には、歯磨き途中に水を吐き
かけたので、また大声になり肩を叩いたり
押したりした。「これが虐待の始まりなの
か」と自分が怖くなり医師に相談したが慰
められアドバイスを聞いた。今年になって
札幌の認知症の妻を殺害した夫の「すまん、
母さん」と言う言葉に涙が止まらなかった。

●今後に向けて
介護保険制度改定で今後どうなるのか心

配だが、「焦らず、怒らず、笑顔を絶やさず」
穏やかに、程よい距離を保って、母と向き
合っていこうと思っている。
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■57歳の本人が発表

2015年ADIバース国際会議では認知症の人本人の活躍が
目立ちました。「認知症にやさしい地域づくり」ワークショッ
プで発表したアメリカのトゥルースさんとその活動をお伝え
します。

トゥルースさんは現在57歳（写真）。事務の管理職をし
ていましたが3年前に、言葉が出てこない、物忘れ等の症状
が出てレビー小体型認知症の疑いとの診断を受けました（現
在も検査中）。その後は、認知症にやさしい地域づくりに取
り組んでいます。国際認知症当事者連盟（DAI）の活動や講

演、小冊子の発行などもしてい
ます。また、「専門職の認識を
高める」活動にも力を注いでい
ます。その一つが「パープル・
エンジェル・リストバンド」で、
認知症の人が入院時に受ける不
適切な対応や危険をなくすことが目的です。本人（家族）の
承諾を得て、腕にリストバンド、病室の入口には紫色の人形
のマークをつけスタッフの配慮を促します。同時に研修プロ
グラムを進めていくというものです。現地のアルツハイマー
病協会との協働事業で現在、各地に広がっています。ワーク
ショップでは、トゥルースさんはメモを１行ずつマーカーで
追いながら堂々と発表しました。「本人や家族の発言こそ地
域づくりの基盤」という彼女のゆっくりした言葉には力強さ
がありました。� （国際交流委員　鷲巣典代）

アメリカの巻

支部の中西俊夫さんは、若年性認知症の妻
と2月に開かれた「若年性認知症施策を推進するため
の意見交換会」に参加しました。会場のビルのセキュ
リティーにびっくりしたとか。厚労省の老健局長も出
席、本人・家族の意見発表では「仕事がしたい、若年

性に対応した介護サービスの提供、介護保険や障害福
祉サービス、年金等の手続きを一本化してほしい」な
どの意見が出ました。日帰りのため妻の体調が心配で
したが、徳廣三木子副代表が同行、ご夫妻をサポート
しました。会場で合流した髙見国生代表も帰途は一緒
に帰りました。

京都府
支部本人と二人、東京で意見発表　

2月14日、甲府西公民館で委託事業とし
て、花形哲夫歯科医師を講師に「認知症とともに生き
る口腔ケア」の研修会を開きました。噛み・飲み込む
という当たり前のことが年齢とともに低下し、誤嚥性
肺炎の危険性が高まるため口の中を清潔にしておくこ

と、また噛む力はメタボの改善に繋がり、ストレスの解
消にも役立つとか。食は生涯を通じての楽しみであり、
義歯であっても日ごろからの手入れが大切と話されま
した。この日はちょうどバレンタインデーであったた
め、チョコレートや飴が誰彼となく配られ、心温まる日
となったそうです。

山梨県
支部噛み・飲み込む大切さ

支部の会報「みやぎ」は、東日本大震災か
ら4年になる3月号で、「あれから4年、もう4年が過
ぎました」というタイトルでこの4年を振り返っていま
す。「本部や全国の皆さまから励ましのお手紙や寄せ書
き、お見舞いなどをたくさん頂き、改めてお礼申し上

げます」と述べ、電話相談や移動相談会に寄せられた
状況を紹介しています。一見復興が進んでいるように
見えても、仮設住宅で3年以上も暮らし、介護家族が
体調を崩しているとの報告。「家族の会」は大きな絆と、
支え合い、助け合いの輪を大きくしていきましょうと呼
びかけています。

宮城県
支部「３・11」からもう４年

2年半前、電話相談にかけてこられたＮさ
んをつどいにお誘いすると夫とタクシーで参加されま
した。このＮさんが先日のつどいで夫が書いたという
手紙を見せて下さいました。「今日一日同りょうにうた
りして町内を遊んで嬉しかった。(中略)みなさんに助

けてもらって楽しい毎日をすごす事がで来て感謝して
います。感謝の言バです」とあり、「なにも出来なくなっ
たと思っていた夫が文章を書き感謝の文字を書いたこ
と」に感激されたそうです。つどいが一番楽しいと語
られるＮさん。つどいを休んだ時電話をかけるととて
も喜ばれるそうです。

大分県
支部電話相談からつどいに誘って
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医師の勧めで週に1回の午後1時間半、デイケ
アのテニス教室に夫婦で参加しています。スポー
ツにはあまり縁がなかったのですが、仲間やコー
チに恵まれ、早く行って練習するほど熱中してい
ます。それ以外に、隔週1回、病院の絵画サーク
ルに通っています。また、曜日は変則ですが、知
り合いのお寺の作務（草取り、庭掃除）にも自分
で行き来して終日作業しています。

地域での認知症カフェやサロン、「家族の会」
のつどいにはもちろん参加しています。認知症カ
フェでは医師のレクチャーがあり、それを聴いて

「私たちに何ができるかな」と前向きに話し合え
るようになりました。

テニス教室の活動以外でも仲間でつどいます。
これまでに、テニス仲間で相談して、紅葉狩りや
忘年会をおこないました。行き先や行程など全
て自分たちで決めて実行するので、「自分たちで
もやれる」という自信につながっています。また、
行楽を通じて思い出の地を訪れることで、いつも
になく生き生きとした表情や姿を見せる仲間を
見ることは、嬉しい驚きです。

治療はガランタミン
の内服をしています。
味覚や臭いに敏感にな
り、好物が食べられな
くなり食欲が落ちたこ
ともあり、薬の増量の副作用で痩せてしまいまし
た。

これから先、夫婦どちらかが体調を崩したり、
何かあった場合には他人の助けが必要なので、そ
れを考えると不安です。まだ抵抗があって介護保
険は申請していませんが、そろそろ申請しようか
と考えています。「家族の会」の皆からは「何か
あったら助けてあげるよ」と言われて、とても心
強く思っています。

小澤勲先生とは過去に4年間一緒に仕事をし
て、先生の本も当時読んでいました。そのことを
診断された時は思い出せませんでした。今はその
縁を大事にして、自分の後に続く人の助けになれ
ることはやりたいと思っています。忙しい日々で
すが、「役に立ちたい」という気持ちがあるので、
前向きに過ごしています。

〈取材・編集を通じて…〉
杉野さんご夫妻の思いに触れ、高村光太郎の「僕

の前に道はない、僕の後ろに道はできる」の言葉を
思い出しました。仲間と出会い、つながること、カ
フェで医師や専門職と出会うことで、希望の光が差
し、前に進むことができるのだと思いました。
 （編集委員　鈴木和代）

山形◉6月2日㈫� 午後1:00〜3:00／若年
性認知症の人と家族のつどい→精神保健
福祉センター（小白川庁舎）
◦6月20日㈯�午後1:00〜3:00／置賜・本
人のつどい→すこやかセンター
埼玉◉6月20日㈯� 午前11:00〜午後2:30
／若年のつどい・越谷→越谷市中央市民
会館
◦6月24日㈬� 午前11:00〜午後1:00／若

年のつどい・大宮→大砂土ふれあいの里
神 奈 川 ◉6月20日 ㈯� 午前11:00〜午後
3:00／若年性認知症よこすかのつどい→
横須賀市立総合福祉会館
富山◉6月13日㈯�午後1:30〜3:30／てる
てるぼうずの会→サンフォルテ
岐阜◉6月21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28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
滋賀◉6月10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28日㈰�午後1:30〜3:30／若年
のつどい→京都社会福祉会館
広島◉6月20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
福岡◉6月3日㈬�午前10:00〜正午／あま
やどりの会→福岡市市民福祉プラザ
大分◉6月6日㈯� 午後1:30〜3:30／若年
性認知症のつどい→県社会福祉介護研修
センター

本人交流の場
（詳細は各支部まで）

杉野文篤さん（61歳・京都府支部） ②

今のわたし

仲間とともに
縁を大事に生きる

気がかりと安心感

No.

120

2017ADI 国 際 会 議 第 1
回組織委員会に出席し
た 杉 野 さ ん（ 右 か ら 2
人目）と妻の由美子さ
ん（右端）。杉野さんの
隣は水谷忠由厚労省認
知 症 対 策 室 長。（4 月 6
日、名古屋市内）
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