
会員さん

からの

お便り

青森県・Ｄさん　72歳　女

先の事を考えると不安

大分県・Ｙさん　63歳　女

オレンジカフェと
「家族の会」に救われて

神奈川県・Ｍさん　51歳　女

子育てと介護

72歳の主人は１年前にアルツハイマー型
認知症と診断されました。認知症とわかっ
てから、いつもいつも頭の中にこれから先
の不安があります。どのようになっていく
のかと考えると、どこへも行く気がなくな
り、うつ病になってしまい治療を受けてい
ます。
先生のお話だと、認知症もかなり進んで

いて、今している事さえ忘れ、家族の事も
忘れていくようになるとの事。先の事を考
えると不安です。

93歳の義父は１年前、「お金を盗った、
返せ」からの始まりでした。その後、義母
が急に他界し、全ての混乱が終わろうとし
た時、症状がひどくなりました。使い古し
たリハビリパンツまで返せと言われ、物を
盗るのが私の病気だと言われました。
苦しい日々が続き、夫婦ゲンカもひどく

なり、そんな時に、オレンジカフェと「家
族の会」に出会いました。今も、食べる物
に農薬を入れるとまで言われますが、なん
とか、聞き流す事ができるようになってい
ます。
まだこれからも、助けがほしいです。

80歳の義母は５年前にアルツハイマー型
認知症と診断されました。まだ、身体的な
介護はないのですが、精神的なケアに時間
をかなりとられます。小学生の子供がいる
のですが、子供の勉強をみてやる時間が十
分とれません。どうしても義母が不安定に
ならないように、そばについていることが
多く、子供が安心できる家庭に出来ていな
いのが辛いです。

千葉県・Ａさん　71歳　女

受け入れることが
出来なくて

宮崎県・Ｇさん　66歳　女

日に日に変わっていく夫

75歳の夫は今年２月から急に認知症の症
状が出てきました。私はそれを受け入れら
れず精神的に苦痛です。しかし、現実を認
めなくては生活は出来ません。
農業を少しやっていますので、機械類の
油を給油するのを間違えるのが心配です。
介護は二人で見つめていないと大変です

が、現状としては無理なので悩んでいます。

70歳の主人は７年前アルツハイマー型認
知症と診断されました。
デイケアを利用していたのですが、他の
人に手をあげたり、落ち着きがないという
事で、薬の量を増やさないと看れないし、
他の施設でも受け入れてくれるところはな
いと言われました。
主人が日に日に変わっていくのが不安

で、「家族の会」に相談し、今は入院して
治療中です。
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〒 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！

宮城県・Ｏさん　60歳　女

転居で急激に悪化しました

熊本県・Ｍさん　64歳　男

熱心で優しい「家族の会」

新潟県・Ｓさん　55歳　女

つどいに参加できないけど

大阪府・Ｎさん　67歳　女

忘れるから自分の身体を
守れない 岐阜県・Ｋさん　75歳　女

１日１日を大切に

30年以上同居している68歳の女友達は、
平成18年頃から仕事中に物忘れで失敗する
ことが増え、退職しました。イジメも受け
ていました。その後も物忘れは増悪し、鍵
の使い方がわからない、旅行先でトイレの
場所がわからず混乱する等がありました。
平成24年頃にはテレビや電気を付けっぱ

なしにして、私が注意しても理解できない
状態でした。
平成25年５月に現住所に転居してから急

55歳の妻は昨年アルツハイマー型認知症
と診断されました。
「家族の会」のメンバーの熱心さ、優し
さ等を肌で感じ、少しでも周りの状況を知
りたかったし、参考にしたいと考えた。
原因、治療方法などの早期解明を‼

激に悪化し、私を迎えに行くつもりが、道
がわからなくなり徘徊して、警察に保護さ
れました。トイレに行った事も忘れ、頻繁
にトイレに行ったり、性格変化も出てきて、
介護認定では要介護３の認定を受けました。
デイサービス、ヘルパーのサービスを利用
し、その他に家政婦さんをお願いしました。
今はグループホームに入居しています。

週に１回以上は会いに行っています。

要介護５のアルツハイマー型認知症の母
を小規模多機能型施設にお世話になりなが
ら介護しています。
悩みや心の痛みを話せる場がほしいと

思っています。仕事があるため、1度もつ
どいに参加していないけど、気持ちは変わ
りません。

６年前、脳血管性認知症と診断された
72歳の夫は人工透析のため通院中です。
水分、塩分の制限、アルコールの禁止等を
医師から言われていますが、本人は言われ
た事を忘れており、守れなかったため、何
度かしんどくなり、救急車で病院に運ばれ
ている状態です。
本人の欲求を否定せずに、本人に納得

させる方法があれば教えて下さい。

義父は脳血管性の認知症でした。主人
はアルツハイマー型認知症です。これから
先どのように進んでいくのでしょう。個人
差があると聞いています。
今は、主人との１日１日を大切に過ごし

ています。
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支部だよりにみる

親子の介護は難しい!?
　　　　　　　　　　　　　 福島県支部　K・H

140
北

南
から

から
福島県
今回は

福島県支部版
（2015年4月号）

●母の「わかった！」は半分だけ…
「わかった！　気をつけて帰れよ。あり
がとな」
夜、実家から帰る時、ふすまを開けて寝

ている母に声をかけるとこの言葉が返って
きます。翌日がデイサービスの時は「枕元
の服を着て私が来るまで待っててね」と言
い、休みの時は「朝ゆっくりでいいんだか
ら、私が来るまで寝ててね」と言って帰り
ます。母の「わかった！」という言葉を半
分だけ信じて、翌朝８時に実家に行きます。
が、母は部屋に居ません！ 台所でご飯を
よそっています（食べ終えている事もあ
ります）。畑に立っていた事もありました。
弟夫婦が仕事に出かけたばかりのはずなの
に、なんと素早いのでしょうか！

● 糖尿病からの認知症、ちゃんと家族で
　サポートしなさい！ と医師の叱責
もの忘れ外来で母が糖尿病からの認知症

と診断を受けたのは震災の前年です。同時
期、内科医からは「糖尿の数字が悪すぎる！
家族が見てあげないとダメですよ！」と叱
られました。血糖値を改善する事が認知症
の進行を遅らせる事になるので、土・日は
弟嫁が、月～金は私が注射、薬、食事の管
理をする事にしました。
母は、既に医師からの注意事項も栄養士

の栄養指導も覚えられず、血糖値測定もで
きない状況でしたので、測定で単位を決め
注射、食前薬を飲んで、野菜、おかずを先

に食べて…という事全てに声かけが必要で
した。母に「いちいちうるさい！」と言わ
れましたが仕方がありません。
会員の方からおやつの出し方等を教わ

りとても助かりました。工夫してきれいに
盛りつけたサラダやおかずを出しているの
に、ご飯だけを先に食べて、サラダをゴミ
箱に捨てられた事がありました。さすがに
この時は「死んでしまえ！」と思いました。
悪い娘です!!

● サービスを利用するようになっても、家
族に疲れが…
１年後、医師から「血糖値がずいぶん良
くなってきたよ。この調子で頑張ってね」
と言われ、ふと我に返ると私も弟嫁も体調
不良になっていました。この先この生活を
ずっと続けるのはとても苦痛で、母には申
し訳ないけどデイサービスに通ってもらい
ました。
現在は小規模多機能で泊まりも利用して

います。ずいぶんと自分の時間が持てるよ
うになり、気持ちにも余裕が出てきました
が送り出す時は地獄です。泊まりの話をす
ると、いつも「ひとりで居られんのに、じゃ
まにすんのか？　首つって死んでやっか
ら！」と言われます。先日は更に「苦労し
て育ててやったのに！」と言われ、私も言
い返し大げんかになり、その後自責の念に
駆られ、辛かったです。

● 続けられるまで続けるしかない！
母の「ありがとな」の言葉には救われま

すが、正直、疲れてきました。いつまで続
けられるかわかりませんが、今は続けられ
るまで続けるしかありません。

母親は80歳で要介護3。54歳で早期退職を
して通い介護を続けている、59歳の娘の体験
記です。
母親と同居している弟夫婦は共に51歳。
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サオ財団は、サオ夫人（Mrs.Tsao Ng Yu Shun）
によって 1993年に設立されて以来、高齢者の生活
の質の向上をめざして実践しているシンガポールの
NPOです。高齢者ケアセンター（Hua Mei Center 
for Successful Ageing）、国立大学との協働研究機
関であるシンガポール国際長寿センター（ILS）、教
育研修センタ―（Hua Mei training Academy）の3
つの部門がありそれぞれ連携しながら、活動してい
ます。
その中の一つ高齢者ケアセンターは、訪問診療・
看護（終末期ケアを含む）、通院リハビリ、デイケア、
ケアマネジメント、相談及びカウンセリング、漢方
治療、認知症専門ケアマネジメントという7つのプ
ログラムを有機的に連携させて高齢者の在宅生活を
支えています。センターのWai Chong医師とスタッ
フの協力を得て、訪問看護と、ソーシャルワーカー

の訪問に同行。対象者に合
わせて、英語、中国語（北
京語、広東語）、マレー語
など４つほどの言語を操
り、本人の気持ちを確かめ
ながらケアを提供する様
子はとても感動的でした。
パーソンセンタードのポリ
シーが貫かれた全人的なアプローチの体現です。
健康だけでなく社会的にも様々な問題を抱えなが
ら在宅で暮らす高齢者にチームとして関わる取り組
みは日本の地域包括ケアの実践を見るようでした。
シンガポールの高齢化率は現在約10%ですが、今後
もっとも急速に高齢化する国の一つです。各国の施
策や実践を研究し、実践の中から地域に即したケア
の在り方を追求しているサオ財団は、シンガポール
だけでなく、高齢者ケアにおける世界のフロントラ
ンナーであると感じました。
 （国際交流委員　鷲巣典代）

愛媛県支部は６ヵ所でつどいを開いていま
す。その一つ「中予地区のつどい」に若年性アルツハ
イマーの妻と毎月参加している会員の永井恭平さん。
「つどいは私にとって心通う仲間と出会え大きな励み
です」また「妻の参加は悪い方に作用するのではな
いかと不安でしたが、皆さんと話すことは数少ない
人と社会との交流の場になっており、つどいで聞く
話は具体的、現実的でこれからおこるかもしれない
ことに対しての拠りどころです。これからも二人で
参加します」と語っておられます。つどいは孤立か
らまぬがれる支え合いの場となっています。

４月14日から22日までオーストラリア・パー
スで開催されたＡＤＩ国際会議に富山県支部から本人
３人を含む13人(全員富山県支部会員)が参加。施設
見学や日本ブース、交流会など言葉の壁は大きいが
身振り、手振りで交流を深め「さくら　さくら、こい
のぼり」を合唱、心が暖かくなり世界が一つになった
と感じたそうです。また会員の松島恵子さんが第1回
「介護者賞」を受賞、「晴天の霹靂だったが、これから
も更に心に寄り添った介護をしたい」と語り、地元紙
に紹介されました。「2017年日本開催の国際会議に
おいで下さい！」と皆で呼びかけました。

支部で開いているつどいの１つに男性介護
者のつどい「中北の家」があります。今年１月FM
滋賀から取材依頼があり、妻を介護する３人の男性
が出演しました。在宅医療を中心に訪問診療などに
ついてリスナーと一緒に理解を深めていこうという
番組です。３人は日ごろの介護の様子や思いを語り
ました。閉じこもりがちな男性介護者にラジオを通
じてこうした声が届けられたらと出演を引き受けた
そうです。最後にパーソナリティーから「奥さんを
愛していますか」と質問され、3人とも「愛してい
ます」と答えていました。

栃木県支部会報「ぽ～れぽ～れとちぎ」が3
月で50号を迎えました。これを記念して地元紙、下
野新聞が「2010年5月支部発足を機に発刊。認知症
の人や家族の思いに寄り添った内容が特徴で悩みな
どを一人で抱え込みがちな会員同士をつなぎ心の支
えになっている」と紹介。その節目の会報に若年性認
知症の父と向き合った娘さん(31)が会員になって交
流を深めていく心の変遷が綴られています。金澤林
子代表は、「当事者のつどいだけでなく会報を通じて
も同じような仲間がいると実感してもらえている」と
話しています。

つどいは心の励み　

本人もADI国際会議に参加

ラジオで「愛」を語る男性介護者

会報50号記念　地元紙が紹介

愛媛県
支部

富山県
支部

滋賀県
支部

栃木県
支部

●「家族の会」日本全国の支部の活動を紹介します。

国際交流
委員会発

●シンガポールの巻

地域ケアの先進的取り組み

血圧測定と服薬管理をする
訪問看護師さん（左）
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５月21日スコットランド政府認知症担当者の
ミッシェル・ミラーさんが「家族の会」を訪問さ
れました。髙見国生代表、田部井康夫理事、国際
会議事務局の小嶋美子さん、事務局長阿部佳世が
応対。認知症施策、介護保険制度等に関して活発
に情報交換をしました。
最初に髙見代表から「家族の会」の35年の歴史、
活動の柱、国や自治体への要望も続け認知症施策
の充実への一役を担ってきたことなどを紹介しま
した。
ミラーさんは、同国で、試験的に始めている取

り組みについて「認知症だとわかったその時から
１人に１人、ケアの相談から制度の紹介まで責任
を持つリンクワーカーが１年間つきますが、その
後“セルフダイレクトサポート”という自分自身
で選べるプログラムに入っていく。趣味や娯楽、
スポーツなどにお金が使えるという制度で今年の

４月から開始されているところ。また認知症がす
すんだ時には、８本柱のプログラムで支えるため
に、現在５つの地域でテストしている」と紹介さ
れました。
活発な意見交換となり、介護の制度、ケアの考

え方が国によって違うということ、だからこそ世
界の人たちと手を携えて認知症の人と家族のこと
を真ん中に据えて施策を進めていくことの大切さ
を改めて感じました。 （事務局長　阿部佳世）

JR列車事故　遺族が「家族の会」訪問

　髙見代表らと意見交換

「支援に感謝します」とお礼

2007年12月、愛知県で発生した認知症の高齢
男性が死亡したJR列車事故で、一審（名古屋地
裁）、二審（同高裁）とも損害賠償を命じる判決
を受け、現在最高裁に上告して争っている遺族（死
亡した人の長男）が、5月20日午前、「家族の会」
の事務局を訪れました。
この事故、裁判に関しては、「家族の会」は、
一審、二審判決後に、家族を責めず社会的救済制
度を設けるべきなどとする「見解」を発表してき
ました。また、昨年の支部代表者会議では、最高
裁の判決に向けた「見解」を採択しています。
男性の来訪目的は、「家族の会」が判決を批判

し遺族を支援してきたことに対する感謝を表明す
るためで、「『家族の会』が『見解』を出していた
だいたことは心強かった。高裁へ証拠書類として

提出させてもらった。介護家族を責める企業の態
度が許せなかったし、あのような判決のままでは
介護している人たちに申し訳ないと思って頑張っ
てきた。最高裁判決がいつになるか分からない
が、最後まで頑張る」と語りました。
男性は勤務していた会社を退職したことを機

に、気になっていた「家族の会」を訪問したとの
ことで、今しばらくは匿名を希望しました。しか
し、問題が決着したら、あらためて「家族の会」
のみなさんに経過や心情を語りたいとのことでし
た。
髙見国生代表と阿部佳世事務局長が応対しまし

た。

（ 「見解」は、ぽ～れぽ～れ2014年1月号、6月号、11月号に掲載し
ています）

お互いのリーフレットを交換し意見交換後、参加者全員で。
前列左がミラーさん。（「家族の会」事務所にて）

スコットランド政府担当者が来局
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事務職として仕事をしていた52歳の時に診断
を受けました。その1年位前から変化はあり、仕
事では書類の校正ができない、来客との約束を
忘れてしまうことがあり、職場の人に受診を勧め
られました。自分では疲れか更年期だろう、とし
か思っていませんでした。

いざ受診をするとなっても、どこに行けばいい
のか分からず困りました。文字の認知が困難だっ
たので、眼科を受診し、メガネを何度も作りかえ
ました。自分が認知症とは全く思っていませんで
した。保健センターで認知症の検査を受けたとこ
ろ、質問にあまり答えられず、そこで初めて「も
しかして…？」と思いました。

現在は夫と娘、母親と４人暮らしです。今は仕
事を辞めて家で過ごしています。４月から週1回

デイサービスに通い始
め、年長の方々とお話
しするのがとても楽し
く、毎週楽しみにして
います。1人で過ごす
日は、もの探しをした
り、犬の散歩をします。
字が読めなくなり不便です。空間認知障害があり、
服を前後逆に着る、お化粧ができないなどの症状
があり、家族のサポートを受けています。家族の
ために料理や家事をしたいという気持ちは強くあ
ります。

認知症のことを理解してほしいです。ゆっく
り話してもらえたり、トイレに行った時、どこに
ペーパーや流すレバーがあるのかを教えてもら
えるととても嬉しいです。お食事もどう食べたら
いいのか教えてもらえると助かります。
私は認知症であることをカミングアウトしてい

ます。隠してしまうとサポートを得ることは難し
くなりますが、打ち明ければ自分も周りも楽にな
ります。

〈取材を終えて…〉認知症の診断を受けて数々の苦労が
あったと思いますが、「楽しく過ごしていこう」と気持ち
を切り替えたという木山さん。その生き方に表彰状を送
りたい気持ちになりました。どうかこれからもお元気で。

山形◉7月18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◉7月22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◉7月26日㈰ 午前10:00～午後
3:00／若年性認知症つどいと講演会→ウ
イリング横浜

富山◉7月11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
●7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
静岡◉7月21日㈫ 午前10:00～午後1:00
／若年性のつどい→富士市フィランセ
三重◉7月26日㈰ 午後1:30～3:30／若年
性認知症の人と家族のつどい→四日市総
合会館

奈良◉7月4日㈯ 午後1:00～3:00／若年
のつどい→奈良市ボランティアセンター
長崎◉7月14日㈫ 午後1:30～3:30／若年
性介護者のつどい→させぼ市民活動交流
プラザ
熊本◉7月4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（ステラ上通ビル）
大分◉7月4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）

木山恭子さん（56歳・長崎県支部） No.

121

今回は長崎県支部「若年性認知症本人と家族のつどい」に参加されている木
山さんです。英語のスピーチコンテストで優勝した経験をお持ちです。
つどいには本人さんとご家族（７名）が参加され、途中、県庁の福祉保健部
の職員もかけつけ、世話人や専門職、行政を含め多彩な顔ぶれで若年の方の悩
みや現在の生活について耳を傾け、語りあいました。 （編集委員　鈴木和代）

変化に気づいたころ

診断を受けるまで

今の気持ちと読者へのメッセージ

今の暮らし

つどいに参加
する木山さん
ご夫妻（左）

恭子さん（右）と
夫の佳一さん
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