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32 山口県支部を承認
総会

★認知症高齢者の経管栄養導入
について家族への説明が不十
分（アメリカ）

に驚きと感動

活動
被災地支部の

経管栄養を行った人の家族への「導入についての説明」に関する質問の回答は次
のようになっています。▶導入に関する話し合いがなかった 13.7％▶話し合いが 15
分以内だった 41.6%▶医療スタッフが導入を強く勧めていると感じた 51.8% ▶導入
に関して医師からの圧力を感じた 12.6%。また、1/3 の家族が「リスクに関する話
し合いがなかった」と答えています。
「拘束」については、▶身体的拘束を受けた
25.9% ▶薬物による拘束を受けた 29.2% でした。
「導入の結果」については▶ QOL
の向上に役立ったと答えた家族 32.9％▶導入を後悔すると答えた家族 23.4％でした。
この結果についてテノ教授は、
「嚥下障害のある重度の認知症高齢者への経管栄養
を疑問視する調査研究があるにもかかわらず導入され、また、医師からの十分な説
明が不足している場合が多い。導入決定の過程にできるだけ認知症高齢者の意思が
反映されるように改善する必要がある」と述べています。この調査論文は、アメリカ
老年医学会雑誌 Journal of the American Geriatrics Society の電子版 2011 年 5 月3日
号に掲載されました。
（Medical News Today 2011 年 5 月6日版“Feeding Tubes For Elderly Dementia Patients”お
よび論文
“Decision-Making and Outcomes of Feeding Tube Insertion: A Five-State Study”
より）

★メモリークリニックの役割と課題（アイルランド）
アイルランドのセントジョーンズ病院老年科のコナル・カニングアム医師らは今年
5 月にダブリンでメモリークリニックに関する初めての全国会議を開催し、150 人ほ

参加者。左端は、代表の川井元晴さん。

東日本大震災、福島原発事故から約３ヵ月が
経過した６月４日、京都で「家族の会」の総会が
開かれました。大きな被害を受けている東北３県

験を語りました。
会員から寄せら
れた義援金の配

（岩手、宮城、福島県）からも、代議員たちが元
気に参加。支部のない県も含めてすべての都道府
県から、合計約 280 人の会員が参集しました。
三木敦子事務局職員の司会で開会。津波で命を

分についても決
定されました（前
号で既報）
。話
し合いの中では、

なくした宮城・世話人の井筒由美子さんはじめ、

震災の教訓とし

昨年度物故者に黙祷のあと、議長に奈良・屋敷芳
子、高知・高橋範子代議員を選出しました。166
名の代議員は全員出席（書面議決１名を含む）で、

て、日ごろの会
員の結びつきの大切さが語られました。
総会の後半は、通常の第１号～６号議案が審議

大震災に負けずに進もうという全国の支部と会員
の熱気が感じられるものでした。

されました。
活動のまとめ（第１号）
、すすめ方（２号）
、決

あいさつに立った髙見国生代表は、被災地から
の参加者をねぎらい、全国の会員が本当に心配し
たことを伝えました。今回の経験を通して、励ま

算報告、予算（４号）が、勝田登志子副代表、田
部井康夫、安藤幸男理事、水谷曜子事務局次長か
ら報告・提案され、審議の結果、第１号議案のみ

しあい支えあう「家族の会」の役割があらためて
明確になり、また、人として安定した生活が送れ
ることがいかに大切かということも明らかになっ
た、と述べました。そして、
「家族の会の提言」
や「要望書」の実現を目指そうと訴えました。

保留が１名ありましたが、その他は全員一致で採
択されました。第３号議案は、山口県支部の承認
案件でした。本誌でも経過を報じてきましたが、
会員は 109 名に達し、代表に川井元晴氏（山口大
学大学院准教授・神経内科医）が予定されていま

総会の前半は、震災、原発関連。東北３県支部
代表からの報告を聞き、参加者は現地の大変さと
それでも支部活動を休まず進めていることに、驚
きと感動でした。本誌編集委員で看護師の鷲巣典
代さんが、気仙沼市の避難所で支援活動をした体

す。満場の拍手で承認され、同県からの参加者８
名が紹介されました。
今年は、役員改選の年で、第５号議案として 16
名の理事と２名の監事が提案されました。理事は
５名が退任、４名が新任です。監事は留任。全員

岩手、宮城、福島県支部に、参加者が心を込
めた激励の寄せ書きが贈られた

が信任されました。このほか、行政庁との関係で
字句修正が必要な場合の実務を定める第６号議案
も承認されました。最後に、新任の植松多恵子理

カニングアム医師は「メモリークリニックで早期の認知症を発見することで認知症
の人と介護者の生活の質が改善され、施設への入居を遅らせ、ケアの経費が軽減で

事が、総会アピールを提案。満場の拍手で採択
されました（新役員と総会アピールは、挟み込み

きる。アイルランドでは、認知症の人は増加しており、早期診断を受けたいと思って
いる人が多いにもかかわらず全国で 10 ヵ所ほどしかなく、一部の人しかクリニック
を利用できていない。今後の発展のために、年ごとに会議を開きたい」と語ってい
ます。

2

て総会開く

46 番目の支部として承認された山口県からの

どの多職種─老年科、精神科、神経科の医師、臨床心理士、看護師、ソーシャルワー
カーおよびアルツハイマー病協会の代表者ら─が出席しました。

（Irish Medical Times 2011 年 5 月16日版“Keeping memory in mind”より）

に

部

参加し
280名の会員

アメリカのブラウン大学の地域保健学科ジョーン・
テノ教授らのグループは、ナーシングホームなどで亡く
なった重度の認知症高齢者の代理人となっている家族 486 人を対象として「導入する
かしないかの決定の過程とその結果についての受け止め方」について聞き取り調査
を行いました。このうち▶経管栄養を受け入れた家族は 10.8% ▶受けないと決定し
た家族は 17.6%▶導入する、しないの決定に関わらなかった家族は 71.6% でした。
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支

会場いっぱいの参加者。手前は福島県支部の
代議員（６月４日、京都国際ホテル）

15、16 ページ）
。
会場後方では、
「
『家族の会』はひとつ」と真ん
中に大書した純白の旗が３枚用意され、東北３県
への寄せ書きがされました。受付時や休憩時に参
加者が次々記し、総会終了後に手渡されました。
3
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連載

4

アルツハイマーデー標語決定!!

認知症 あなたがつなぐ 支援の輪
─「ぼけ」ても安心して暮らせる社会を─

京都府 三木敦子さん

それもまた 50 年

わらじ医者が語る認知症人間学
「家族の会」顧問

早川一光

今年の世界アルツハイマーデー標語に、全国から108 編の
応募がありました。そのうち理事会で５編を選考し、総会参
加者による投票を行いました。
投票の結果、京都府の三木敦子さんの作品「認知症 あな
たがつなぐ 支援の輪」が選ばれました。会場からの大きな
拍手に、三木さんは選ばれた喜びをかみしめていました。
この作品は、世界アルツハイマーデーのポスター・リーフ
レットなどに使用されます。
なお、その他４名の作品は以下のとおりです。
●
「認知症 笑顔が 心のメッセージ」

愛媛県・亀岡和子さん
●
「認知症 ふれあう地域 生まれる笑顔」
 佐賀県・樋口増美さん
●
「認知症 正しい理解と 支え合い」

京都府・小野貴志さん
●
「認知症 笑顔で声かけ 地域の輪」

奈良県・大和和子さん

レビー小体型認知症の治験が
実施されています
今年になり複数の薬がアルツハイマー型認知症（AD）の
保険適応を取得しました。しかし、レビー小体型認知症
（DLB）には保険適応されている薬はまだ存在しません。今
行われている治験は、AD の治療薬として保険適応されてい
る薬の DLB に対する有効性と安全性を確認することを目指し
行われています。
DLB については、本誌の 363 号～ 368 号に発見者である
横浜市立大学名誉教授の小阪憲司氏に 6 回に渡って執筆いた
だきました。
認知症の約 20％が DLB であるとされ、初期には記憶障害
が比較的軽く、抑うつや幻覚、妄想、不安といった行動心理
症状が目立つといわれています。こうしたことから介護が非
常に大変な事例が多くみられます。
DLB に対してもこの薬が保険適応されることになれば、本
人と家族にとっても大きな朗報です。
この治験に参加することができる方は常に病院に同伴でき
る介護者がいる方で、その他にもいくつかの条件があります。
詳しくは、以下のホームページアドレスを閲覧するか、問
い合せ先でお聞きください。
●ホームページアドレス：
http://www.health.ne.jp/library/dlb/index.html
●問い合わせ先：     0120-520-209

あぁ認知症家族

～つながれば、希望が見えてくる～
著者：髙見国生
発行：岩波書店 定価：本体1,500円＋税

■体験をもとに贈る応援歌
髙見国生代表理事の著書が発売さ
れました。
お求めは「家族の会」本部または
支部へ。書店でも購入できます。先
月号にチラシを同封しています。
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会員

さ
ん

からの

お便り

わがことと
重ね合わせると…

皆様に感謝 !!
宮城県・S さん

48 歳

女

要介護 3 の義母を去年 11 月に仙台の病院
に入院させ、今年 3 月 11 日の大震災に遭い
ました。13 日に家族皆で義母の面会に行っ
た時、義母が元気で、お友達と励まし合っ
ていたことに感謝 !! スタッフの皆さんにも
感謝!! もしも自宅近くの病院だったら津波
の被害に遭っていたので、アドバイスして
くれたケアマネジャーにも感謝 !!
震災後、安否確認の電話をいただき、本
当に嬉しかったです。皆様本当にありがと
うございました。

人間のおごりと
自然の戒め
福島県・T さん

77 歳

千葉県・U さん

60 歳

女

ぽ〜れぽ〜れ 4 月号を拝見し、宮城県支
部の世話人の方が津波で亡くなられたとの
こと、ご冥福をお祈りいたします。
また、支部会報により、地震関係の記事
掲載を編集してくださった内容を、胸を痛
めながら拝読しました。私は既に夫の両親
と母の介護を終えていますが、
「もし自分
がまだ介護中であったなら」と、わがこと
と重ね合わせますとより一層、心が重くな
りました。
あの震災から 2 ヵ月経ちましたが、この
2 ヵ月間、そして今後のことを思うと、介
護者の方々のご苦労を推察し、心の中で励
ますことしかできません。世話人の皆様方
のご尽力も敬服するばかりです。

女

この度は大変な災害で、対応ご苦労様で
した。早速の行動にさすがと頭の下がる思
いです。私も、福島の地で、多少の被害は
被りましたが、海岸部の人たちに比べれば
物の数ではないと思っています。ただ、わ
がままができないのは原発の放射能被害で
す。絶対安全の神話が崩壊、遊び盛りの子
どもたちを家に閉じこめ、せっかく収穫期
を迎えた野菜も食べられず、先の短い私た
ちはともかく、幼い子どもをもつ若い親は
放射能の数値におびえてピリピリして、私
どもも巻き込まれて、そのストレスで体調
を崩しそうです。熱しても、汚染された土

6

を、他に持ち込むこともできず、見えない、
臭わない、色もない、感触もない不気味な
ものに対する恐怖感、嫌悪感ばかりが募り
ます。
人間が制御できないものを作りだしたお
ごりとそれに対する自然の戒めと感じます。

支援に行ってきました
京都府・M さん

55 歳

男

震災支援に医師として行ってきました。
避難所は阪神震災の時より高齢化し、身
体の障がいや認知症の人が目立ちました。
認知症の人、家族とも、慣れない集団生
活に戸惑っておられました。新たな課題だ
と思います。
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災害時の介護応援体制の
整備
滋賀県・O さん

65 歳

護されているご家族が「避難所では他の人
に迷惑がかかるから自宅に戻る」といわれ
ているのを見て、どんなに大変だろうと涙
が出ました。自分が同じ状況になったら、
ご本人と家族たちだけを 1 ヵ所にまとめて
もらえるよう、また、そのために必要なこ
とを支援してもらえるよう働きかけたいと
思いました。
私は、ケアマネジャーさん、デイサービ
スのスタッフさん、病院のソーシャルワー
カーさん、皆さん誠実な方々に恵まれてい
ますが、残念ながら、どなたも「家族の会」
「ぽ〜れぽ〜れ」のことをご存じありません
でした。各会員からバックナンバーでも差
し上げればもっと広く知ってもらえるので
はと思います。

女

今回の震災で、介護職が自身も被災者で、
職を去る話を聞く。残ったスタッフで使命感
を持ち、介護を続けている姿に胸をつかれ
る。緊急介護応援スタッフを登録しておく
（元介護職など）、研修と費用負担を考える。

避難所では過ごせない人を
兵庫県・K さん

62 歳

女

今回の大震災の番組で、認知症の方を介

東日本大震災
義援金

感謝の声が届いています

義援金の第一次分を届けたところ、多くの会員からお礼の言葉が寄せられました。その一部を今月
号から紹介していきます。
宮城県・Ｙさん

男

福島県・Ｔさん

女

この度は、被災した者に全国の皆々様の

お見舞い金ありがとうございました。何時までのメ

暖かい贈り物をいただき、誠に有り難うご

ドがつかない政府の支援に比べて何と早い対応だろう

ざいました。東北の私共にとっては、この

と、会の絆の強さに感動しております。

悪夢を如月に戻したいくらい、悔しい想い

今、季節は全てのものが命を輝かせる美しい季節な

があり、私は自宅と息子（次男）の所と郷

のに、福島は放射能という五感では捉えられない怪物

里陸前高田の家が全部流され、隣家の家内

に怯える毎日です。放射能はもちろんのこと使用済の

の弟と甥が、また市役所の民生部長の甥は

燃料の処分も未だ決まらないまま経済性、採算性が優

殉職しました。

先されて原発が国策としてまかり通っていたこと、そ

しかし、家族の皆様の支えと私共も入れ

れに私たち大人も何らかの形で関わっていたことに対

てもらっている翼合唱団の優しい包容力に

して、今すごく反省し、口惜しくやり場のない怒りを

包まれてきっと立ち直ります。

感じています。特に何も知らずに生まれて来る子、育

折角、千年に一度の大震災を生き残った
パワーを仲間のために少しでもつくしてい

ち盛りの子どもたちに対して…申し訳ない思いで一杯
です。

きたいと誓いまして、書面で失礼いたしま

人に心配される年になり、自分で自分を支えることが

すが、御礼の詞（ことば）とさせていただ

何よりと自分自身に言い聞かせる毎日です。人への思い

きます。ありがとうございました。

やり、助け合いが自然にできるようにと願っています。
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会員

さ
ん

からの

お便り

わがことと
重ね合わせると…
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女
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くれたケアマネジャーにも感謝 !!
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女
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がまだ介護中であったなら」と、わがこと
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どもも巻き込まれて、そのストレスで体調
を崩しそうです。熱しても、汚染された土
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を、他に持ち込むこともできず、見えない、
臭わない、色もない、感触もない不気味な
ものに対する恐怖感、嫌悪感ばかりが募り
ます。
人間が制御できないものを作りだしたお
ごりとそれに対する自然の戒めと感じます。

支援に行ってきました
京都府・M さん

55 歳

男

震災支援に医師として行ってきました。
避難所は阪神震災の時より高齢化し、身
体の障がいや認知症の人が目立ちました。
認知症の人、家族とも、慣れない集団生
活に戸惑っておられました。新たな課題だ
と思います。
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です。
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つながりを深め、制度を良くしよう

大震災の教訓生かし活発に討論

６月５日は、全国からの参加者が４つの分科会に分かれ、前日の総会で
得た教訓─大震災のような緊急時こそ日常のつながりが大切─を支部活
動に生かすため熱心に話し合いを行いました。会場は京都社会福祉会館。
「支部と会員のつながり」分科会のようす

参加者 51 名
1 分科会 会報分科会
支部会報の役割と編集力向上を考える

参加者 58 名
2 分科会 介護保険分科会
震災など困った時に介護保険は使えない

会報編集長の鎌田松代理事の司会で進められました。まず、
（株）クリエイツかもがわ岡田温実さんの「企画について」の
講義では、公開されているチラシ２枚を参考に何がおかしい
かを探しあいました。意識を持って見ると、文字と写真、さ
らにそれらの組み合わせの大事さが理解できました。
次に、菅田亮さんは、
「誌面デザインについて」と題して『見
せる・読ませる・支部会報』とはどんなものかなど、実際作
られている支部の会報を参考に、文字の工夫やレイアウトな
ど“見やすく・興味が湧く誌面”を説明されました。
原稿の集め方・内容・レイアウト（イラスト）など、原稿
づくりに関する支部からの悩みに対しては、目的をはっきり
することや写真説明の必要性を指摘されました。
「写真がき
れいに出せないのは印刷機のせいだろうか」という技術面に
ついての質問では、まず、文章部分のみプリントアウトして、
文字（見出しなど）は、手書きして組むと作りやすい。基本
的に輪転機は文字を出すものであり、写真はきれいに出にく
い…など、手作り会報の原点を学びました。
【担当理事：鎌田、水流、鈴木、坂口】

（理事 水流凉子）

「安心要望書」について「介護保険制度は、もともと申請・
利用の限定など問題があった」
「家族支援を明確にして社会保
障の中での介護保険という考えがよく解る」との発言。介護
保険制度改正には、
「介護認定のプロセスで費用かかりすぎ」
「介護度 4 の母親を介護中。毎月 3 万円オーバー。限度額をな
くして」
「予防給付と日常生活支援は地域格差を広げる」
「分
かりやすい制度へ」
「24 時間巡回対応型は、町村で可能か」
「市
民後見人の養成は問題点が多い」の意見が出され、震災と介
護保険について福島、宮城支部から「今回の震災のように困っ
た時には、認定など今の制度は使えないことがよくわかった。
現場の裁量で必要なサービスが使えることが必要」と発言が
ありました。都道府県状況では、
「認知症医療疾患センター・
地域連携担当者の配置は」
「早期対応には福祉と医療の連携、
ヘルパー、医師の質・量アップが必要」の意見が出されまし
た。参加者のうち約 3 割が 5 期の介護保険計画策定委員であ
り、要望書、提言を配布し意見を述べること、各県の情報交換、
制度の学習の必要性が確認されました。
【担当理事：勝田、田部井、関、吉野】

（理事 吉野 立）

参加者 78 名
3 分科会 支部活動交流分科会
活動から生まれた知恵を出し合う

4 分科会 「支部と会員のつながり…震災を通して考える」
SOS 時のカギは「連絡網」参加者 58 名

荒牧敦子理事の司会で、どの支部も直面している 3 点のテー
マで活発な討論となりました。ブロックごとに1支部（宮城・
東京・新潟・三重・京都・鳥取・熊本）からの現状報告の後、
全体で質疑応答と情報交換をしました。
一つめのテーマ会員増では、つどいや電話相談時の入会の
お誘い、機会あるごとに入会案内を配布。会員継続では、介
護中の会員へのお手紙や電話での継続お願いなどの具体的な
内容を聞くことができました。二つめは支部財政の確保。多
くの支部は委託事業や、助成金（主に共同募金から）で活動
運営している現状が報告されました。三つめは世話人体制で
の高齢化、後継者問題です。共通した悩みですが、地域性や
世話人体制も様々で、それぞれに見合った方法で工夫しなが
ら努力しているのが現状で、目新しい名案や解決策は出ませ
んでした。
杉山孝博副代表・村上敬子理事からは、日本においても｢ 寄
付の文化 ｣ が芽生えてくることに期待したいこと、全国の地域
包括支援センターへの「ぽ～れぽ～れ」送付を、積極的な会
員増につなげるチャンスにとのアドバイスもありました。
【担当理事：杉山、荒牧、村上、植松】

（理事 植松多恵子）

安藤幸男理事の司会で、最初に、３月11日の大震災の実態
について福島、宮城の両支部と震災の影響のあった支部から
の報告をもとに進められました。
大地震はライフラインが長期にわたりストップしたため日
常生活のすべてを直撃。都市部でも命を維持することの大変
さ、水・食料品・日用品・ガソリン・灯油の購入に４〜６時
間の行列、在宅介護中の方は毎日が不安の日々を送っている
ことなどが報告されました。すべての通信網が絶たれたが、
徒歩や自転車など動ける範囲で会員さんとつながり支え合え
たことや、福島県支部では地区会が活かされているなどの報
告もありました。大分県支部と京都府支部より「日常の会員
との細やかなつながりが、会員増につながっている。世話人
連絡網も活かしている」などの報告があり、日々のつながりが、
非常時の場合には会員のいち早い安否確認・ニーズの把握に
ついても有効であると話し合いました。
今後の各支部の具体的な取り組みとしては、①世話人の連
絡網の整備。②会員とのネットワークを広めることは緊急時
支援にも有効。介護状況の把握を日常的に進めることなどを
確認しました。
【担当理事：髙見、安藤、関東】

（理事 関東澄子）
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「家族の会」発祥のサロンが地域の憩いの場に

広島県
支部

尾道地区会では、9 年以上前から商店街の空き店舗
を利用したサロン活動を行っています。これは「荒神
堂サロン」と名付けられ、その後運営を地元社会福祉
協議会が行い、週 1回は「家族の会」が、その他は障

奈良県
支部

音楽療法で時を忘れ合唱

支部総会の後で行われた講演会では、奈良市の社
会福祉協議会より音楽療法士を招き、音楽療法の活
動についての話がありました。途中、実際の音楽療
法を体験することになり、参加者を巻き込んでの楽

県内で一番小さな町で「つどい」

神奈川
県支部

支部では地域での家族支援活動の一環として、県西
部にある開成町で「つどい」を行いました。これは少
しでも地域の中で「つどい」を広めていきたいと、支
部が県内の市町村を巡回し行っているものです。この

埼玉県
支部

「介護の知恵」を募集中

介護経験者の介護の知恵を実例集で積み上げ、介護
に困った人に役立ててもらえる“介護の実例集を作り
ましょう”と呼びかけています。これまでに、
「徘徊
対策の GPS 機器を持たせるために、
『取り出せないよ

国際交流委員会発

アメリカの巻

「ケアでつながる地球家族」
■国連サミットでの NCD に対するコメント
ADI 事務局からの要請で、今年 9 月にニューヨークで開か
れる「NCD（非感染性疾患）についての国連サミット」に
関して、次のような「家族の会」のコメントを送りました。
認知症の人と家族の会は、国際アルツハイマー病協会のメ
ンバーで、日本の代表団体です。
高齢者社会と認知症問題は、日本社会の重要な課題となっ

がい者団体などが日替わりで担当しています。
「家族
の会」では、隔週に会員らが地元の食材を持ち寄り昼
食を作ったり、介護中のご家族やご本人の憩いの場と
して活用しています。長年続けてきたこの活動ですが、
これからも気兼ねなく過ごせる場として生かしていき
たいと考えています。

しい歌の合唱となりました。歌われる曲は皆が知っ
ている唱歌など。参加者には認知症ご本人もおられ、
皆の前で指揮をされたりと、場を盛り上げてくれま
した。講師よりの言葉「歌は気持ちをほぐし、心を
柔らかくします」を実感し、参加した皆さんは時を
忘れ歌ったのでした。

開成町は県内でも最も面積が小さな町ですが、今回は
20 名の介護家族が参加。当日の運営を町の社会福祉
協議会や地元ボランティアなどが協力しました。地元
の機関からは「これをきっかけに認知症の支援につな
げたい」との意気込みも聞かれ、支部の思いが通じた
「つどい」となりました。

うズボンのポケット口を縫い付けた』
『女性ではお気
に入りのハンカチに包み鞄に入れた』
」などが集まっ
ているそうです。失敗例も含めて思いついたら事務局
へと呼びかけています。
埼玉県支部連絡先：電話 048-667-5553
月・火・金 10 時～ 15 時

ています。日本は、平均寿命が世界一の
長寿国（男性 79 歳、女性 86 歳）であり、
認知症患者は、2005 年には169 万人で
したが、2015 年には 250 万人、2025
年には 323 万人になると推計されていま
す。
アルツハイマー病
認知症は本人と介護家族に大きな困難と レポート 2010
負担をもたらすとともに、社会にも多大な影響をあたえます。
私たちは日本における 31年間の、認知症の人と家族の支
援活動経験からも認知症を世界中の健康とソーシャルサービ
スにおける NCD の最優先課題として位置づけるべきである
と考えます。
（国際交流委員長 吉野 立）
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会報編集長の鎌田松代理事の司会で進められました。まず、
（株）クリエイツかもがわ岡田温実さんの「企画について」の
講義では、公開されているチラシ２枚を参考に何がおかしい
かを探しあいました。意識を持って見ると、文字と写真、さ
らにそれらの組み合わせの大事さが理解できました。
次に、菅田亮さんは、
「誌面デザインについて」と題して『見
せる・読ませる・支部会報』とはどんなものかなど、実際作
られている支部の会報を参考に、文字の工夫やレイアウトな
ど“見やすく・興味が湧く誌面”を説明されました。
原稿の集め方・内容・レイアウト（イラスト）など、原稿
づくりに関する支部からの悩みに対しては、目的をはっきり
することや写真説明の必要性を指摘されました。
「写真がき
れいに出せないのは印刷機のせいだろうか」という技術面に
ついての質問では、まず、文章部分のみプリントアウトして、
文字（見出しなど）は、手書きして組むと作りやすい。基本
的に輪転機は文字を出すものであり、写真はきれいに出にく
い…など、手作り会報の原点を学びました。
【担当理事：鎌田、水流、鈴木、坂口】

（理事 水流凉子）

「安心要望書」について「介護保険制度は、もともと申請・
利用の限定など問題があった」
「家族支援を明確にして社会保
障の中での介護保険という考えがよく解る」との発言。介護
保険制度改正には、
「介護認定のプロセスで費用かかりすぎ」
「介護度 4 の母親を介護中。毎月 3 万円オーバー。限度額をな
くして」
「予防給付と日常生活支援は地域格差を広げる」
「分
かりやすい制度へ」
「24 時間巡回対応型は、町村で可能か」
「市
民後見人の養成は問題点が多い」の意見が出され、震災と介
護保険について福島、宮城支部から「今回の震災のように困っ
た時には、認定など今の制度は使えないことがよくわかった。
現場の裁量で必要なサービスが使えることが必要」と発言が
ありました。都道府県状況では、
「認知症医療疾患センター・
地域連携担当者の配置は」
「早期対応には福祉と医療の連携、
ヘルパー、医師の質・量アップが必要」の意見が出されまし
た。参加者のうち約 3 割が 5 期の介護保険計画策定委員であ
り、要望書、提言を配布し意見を述べること、各県の情報交換、
制度の学習の必要性が確認されました。
【担当理事：勝田、田部井、関、吉野】

（理事 吉野 立）

参加者 78 名
3 分科会 支部活動交流分科会
活動から生まれた知恵を出し合う

4 分科会 「支部と会員のつながり…震災を通して考える」
SOS 時のカギは「連絡網」参加者 58 名

荒牧敦子理事の司会で、どの支部も直面している 3 点のテー
マで活発な討論となりました。ブロックごとに1支部（宮城・
東京・新潟・三重・京都・鳥取・熊本）からの現状報告の後、
全体で質疑応答と情報交換をしました。
一つめのテーマ会員増では、つどいや電話相談時の入会の
お誘い、機会あるごとに入会案内を配布。会員継続では、介
護中の会員へのお手紙や電話での継続お願いなどの具体的な
内容を聞くことができました。二つめは支部財政の確保。多
くの支部は委託事業や、助成金（主に共同募金から）で活動
運営している現状が報告されました。三つめは世話人体制で
の高齢化、後継者問題です。共通した悩みですが、地域性や
世話人体制も様々で、それぞれに見合った方法で工夫しなが
ら努力しているのが現状で、目新しい名案や解決策は出ませ
んでした。
杉山孝博副代表・村上敬子理事からは、日本においても｢ 寄
付の文化 ｣ が芽生えてくることに期待したいこと、全国の地域
包括支援センターへの「ぽ～れぽ～れ」送付を、積極的な会
員増につなげるチャンスにとのアドバイスもありました。
【担当理事：杉山、荒牧、村上、植松】

（理事 植松多恵子）

安藤幸男理事の司会で、最初に、３月11日の大震災の実態
について福島、宮城の両支部と震災の影響のあった支部から
の報告をもとに進められました。
大地震はライフラインが長期にわたりストップしたため日
常生活のすべてを直撃。都市部でも命を維持することの大変
さ、水・食料品・日用品・ガソリン・灯油の購入に４〜６時
間の行列、在宅介護中の方は毎日が不安の日々を送っている
ことなどが報告されました。すべての通信網が絶たれたが、
徒歩や自転車など動ける範囲で会員さんとつながり支え合え
たことや、福島県支部では地区会が活かされているなどの報
告もありました。大分県支部と京都府支部より「日常の会員
との細やかなつながりが、会員増につながっている。世話人
連絡網も活かしている」などの報告があり、日々のつながりが、
非常時の場合には会員のいち早い安否確認・ニーズの把握に
ついても有効であると話し合いました。
今後の各支部の具体的な取り組みとしては、①世話人の連
絡網の整備。②会員とのネットワークを広めることは緊急時
支援にも有効。介護状況の把握を日常的に進めることなどを
確認しました。
【担当理事：髙見、安藤、関東】

（理事 関東澄子）
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「家族の会」発祥のサロンが地域の憩いの場に

広島県
支部

尾道地区会では、9 年以上前から商店街の空き店舗
を利用したサロン活動を行っています。これは「荒神
堂サロン」と名付けられ、その後運営を地元社会福祉
協議会が行い、週 1回は「家族の会」が、その他は障

奈良県
支部

音楽療法で時を忘れ合唱

支部総会の後で行われた講演会では、奈良市の社
会福祉協議会より音楽療法士を招き、音楽療法の活
動についての話がありました。途中、実際の音楽療
法を体験することになり、参加者を巻き込んでの楽

県内で一番小さな町で「つどい」

神奈川
県支部

支部では地域での家族支援活動の一環として、県西
部にある開成町で「つどい」を行いました。これは少
しでも地域の中で「つどい」を広めていきたいと、支
部が県内の市町村を巡回し行っているものです。この

埼玉県
支部

「介護の知恵」を募集中

介護経験者の介護の知恵を実例集で積み上げ、介護
に困った人に役立ててもらえる“介護の実例集を作り
ましょう”と呼びかけています。これまでに、
「徘徊
対策の GPS 機器を持たせるために、
『取り出せないよ

国際交流委員会発

アメリカの巻

「ケアでつながる地球家族」
■国連サミットでの NCD に対するコメント
ADI 事務局からの要請で、今年 9 月にニューヨークで開か
れる「NCD（非感染性疾患）についての国連サミット」に
関して、次のような「家族の会」のコメントを送りました。
認知症の人と家族の会は、国際アルツハイマー病協会のメ
ンバーで、日本の代表団体です。
高齢者社会と認知症問題は、日本社会の重要な課題となっ

がい者団体などが日替わりで担当しています。
「家族
の会」では、隔週に会員らが地元の食材を持ち寄り昼
食を作ったり、介護中のご家族やご本人の憩いの場と
して活用しています。長年続けてきたこの活動ですが、
これからも気兼ねなく過ごせる場として生かしていき
たいと考えています。

しい歌の合唱となりました。歌われる曲は皆が知っ
ている唱歌など。参加者には認知症ご本人もおられ、
皆の前で指揮をされたりと、場を盛り上げてくれま
した。講師よりの言葉「歌は気持ちをほぐし、心を
柔らかくします」を実感し、参加した皆さんは時を
忘れ歌ったのでした。

開成町は県内でも最も面積が小さな町ですが、今回は
20 名の介護家族が参加。当日の運営を町の社会福祉
協議会や地元ボランティアなどが協力しました。地元
の機関からは「これをきっかけに認知症の支援につな
げたい」との意気込みも聞かれ、支部の思いが通じた
「つどい」となりました。

うズボンのポケット口を縫い付けた』
『女性ではお気
に入りのハンカチに包み鞄に入れた』
」などが集まっ
ているそうです。失敗例も含めて思いついたら事務局
へと呼びかけています。
埼玉県支部連絡先：電話 048-667-5553
月・火・金 10 時～ 15 時

ています。日本は、平均寿命が世界一の
長寿国（男性 79 歳、女性 86 歳）であり、
認知症患者は、2005 年には169 万人で
したが、2015 年には 250 万人、2025
年には 323 万人になると推計されていま
す。
アルツハイマー病
認知症は本人と介護家族に大きな困難と レポート 2010
負担をもたらすとともに、社会にも多大な影響をあたえます。
私たちは日本における 31年間の、認知症の人と家族の支
援活動経験からも認知症を世界中の健康とソーシャルサービ
スにおける NCD の最優先課題として位置づけるべきである
と考えます。
（国際交流委員長 吉野 立）
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今月の本人

第５回

「ぽ〜れぽ〜れ」通巻372号●2011年７月25日発行（第３種郵便物認可）

全国本人交流会参加者のみなさん

５／13〜15開催（富山県

笹川）

「家族の会」主催の本人全国交流会が富山県朝日町笹川で富山県はじめ東京、大阪、
広島から 7 名の本人と13 名の家族・サポーターの総勢 20 名が参加し開催しました。

いっ

この絵手紙は６月４日の懇親会の会場に掲示され、山本きみ子・雅英世話人から

名、宮城からは６名、福島からは５名の参加者が
ありました。茨城からも４名、栃木からも５名と関
東各支部からも元気に参加してもらいました。

宮城県支部の代議員に手渡されました。富山県支部会報に寄稿された東京都支部の
介護家族の田渕節子さんの報告から交流会の様子を紹介します。

今年の総会は、全支部がそろって開催できるだ
ろうか、とくに東北３県から参加できるだろうかと
心配していました。

励ましあって助け合っていこう！ くじけずにがんばってほしい
自分の思いをしっかりと伝えよう
明日があるさ！

私が電話で取材して、本誌４月号で伝えた、３
支部の代表が地震発生から今日までの状況を語り
ました。総会翌日の支部交流会でも、現地の人た
ちの話を聞きました。
被災地の人たちは、地震直後は目の前のあまり
の大変さで、
「家族の会」のことまでは頭が回って
いなかったと言います。しかし、本部からの安否
確認の電話で、
「我に返った」と言います。それか
らの活動は見事でした。支部会員の安否確認とと
もに、電話相談の継続、つどいの開催、支部総会
の開催へとつながりました。被災地の人たちを案
じて全国から寄せられた義援金を、６月上旬に配

がんばらないで あきらめないで ゆっくりと進みましょう
冬はいつまでも続かないよ 春が必ずくるからね
うまくいくように みんなで応援しよう
原発はやめてほしい
絵手紙メッセージより

たりし、交流を深めま
した。
本人たちの思いと
東日本の仲間へのメッ
セージを絵手紙作成
しました。保夫さんは
「やってきたことに自
信をもとう」でした。
病気になったつらさ
をじっと辛抱強く耐え
ながら日々を過ごして
いることを改めて感じ
作成された絵手紙
ジーンときました。
笹川は私たち夫婦にとって“心の故郷”になりました。

（東京都支部 田渕節子）

2011.6

理事＆本部事務局活動・業務日誌
◦理事・本部活動◦
／11日★広島県支部30周年記念講演会

宮城◉8月4日・18日㈭ 午前10:30～
午後3:00／若年期認知症のつどい→仙
台市泉社会福祉センター
富山◉8月7日㈰ 午後1:00〜3:30／て
るてるぼうずの会→サンフォルテ２階
介護実習室他

14

滋 賀 ◉8月10日 ㈬ 午 前10:00～ 午 後

人病センター職員会館２階
京都◉9月4日㈰ 午後1:30～4:00／ 若
年のつどい→京都社会福祉会館
広 島 ◉8月20日 ㈯ 午 前11:00〜 午 後
3:00／若年期認知症・陽溜まりの会広
島→中区地域福祉センター（広島市）
8月27日㈯ 午前11:00〜午後3:30／ 若

年期認知症・陽溜まりの会西部→あい
プラザ（廿日市市）
宮崎◉8月8日㈪ 午前11:00〜午後2:00
／本人交流会「今日も語ろう会」→宮
崎県支部事務所


詳細は各支部まで

愛都の会・定例会◉8月14日㈰ 午後
1:00〜4:30／連絡先：06-6972-6491

ネットワーク）／22日

県支部の誕生です。昨年の４月24 日、同県の８名
の会員と話し合ったのが、ことの始まりでした。山
口の人たちは準備会の準備会から取りかかり、年
末には正式に準備会に。今年２月の大雪の日の講
演会からは火がついたように会員も増え、ほんと
うに一気呵成に 46 番目の支部に駈けあがってくれ
ました。川井元晴さんはじめ 8 名の山口からの参
加者に割れるような拍手が贈られました。
「大震災
を機に、新たな決意の年」
（総会アピール）を飾る
にふさわしい出来事でした。
それでは、また来月まで、がんばってください。

連絡

支部

「事務連絡」

／29日 連絡 支部 「事務連絡」

◦会員数（個人・団体）
010,844名・団体 （6月15日現在）
◦ホームページ総訪問者数のべ31,900件（5月1日〜31日）
◦本誌発行部数22,500部

髙見

／16日★会報編集会議／社会保障審議会介護給付
費分科会（東京）勝田

／18日★KBSラジオ「ば

んざい人間」出演 髙見

／21日★電話相談月

例会/26日★山口県支部結成総会 髙見
／杉山孝博Dr.

、村上

ターミナルケア講

座奈良会場／27日★調査研究専門委員会

2:00／ピアカウンセリング→滋賀県成

た。震災直後から直ちに対応を始めた本部の存在、
身近なところで励ましあった支部の存在、仲間を

4日★総会／5日★支部交流会／9日★常任理事会

、小川

交流の場

分できたのは、支部の世話人が会員の被災状況を
把握してくれたからです。
私はここに、全国組織の良さがあると思いまし

心配しエールを送り義援金を寄せた全国の会員。
どこが欠けても、誰が欠けてもダメです。まさに
それは誰もが同じ思いだったようで、会場のあ 一体となって、それぞれの役割を果たしたのです。
ちこちで、
「涙と抱擁と拍手で」
（総会アピール。 「家族の会」の値打ちを、あらためて認識した今年
今号に挟み込み）再会を喜ぶ参加者どうしの姿が の総会でした。
ありました。
その総会で、もう一つうれしかったこと。山口

“翼”の仲間のみなさんへ

この日を保夫さん（夫）と待ち望んでいましたが、病
状の進行か緊張のためか今回はすんなりと出かけること
ができませんでした。勝田登志子富山県支部事務局長に
「ようこそ！ 来てくれただけでも、とてもうれしい」と
出迎えていただき、そっと流れる涙をぬぐいました。
すがすがしい日射しと里山のおいしい空気で楽しい３
日間でした。
たけのこづくし料理、あざみ、よしななどの山菜料理、
ほたるいか、お豆、にご近所からや支部からの差し入れ
など心のこもった健康増進料理が並びました。
本人と家族に分かれての話し合いは十分な時間がとっ
てありました。情報を仕入れたり、アドバイスをもらっ

けい

ぴつ

全国総会での承認を受けて、山
口県支部は第１回支部総会を開
催した。約40名参加。来賓は県
から２名。(6月26日、山口市)

じょう

会員のみなさんお元気ですか。
６月４日は、感動の総会でした。岩手からは２

の仲間を励まそうと大きな絵手紙（縦 3 ｍ×横 1.5 ｍ）が作成されました。

「やってきたことに 自信をもとう」

）
）

上
一筆啓

今回は東日本大震災で被災し参加できなくなった宮城県支部の若年のつどい「翼」

健康に気をつけてがんばってほしい

）

223

◦事務局業務◦
11日★兵庫県支部世話人会

三木、小野/30日★

「事務連絡」

「事務連絡」

ぽ〜れぽ〜れ371号

／8日 連絡

／13日 会報 支部 会員
協力：京都府支部

/15日

／ 後援承諾 「認知
症介護指導者ネットワーク全体研修会（同
連絡

支部

「事務連絡」

た。気持ちはあの日で止まったままで
すが、少し元気がでました」と。
送金したことで、何かを達成したよ
うな気持ちでいましたが、あらためて

わらせていただいています。この４カ

被害の大きさを思い知り、心が痛みま

月は、日に日に増える金額とみなさま

した。

被災地の方にいち早く届けたい思いの

支部

した。
「大金をありがとうございまし

これからも、何ができるかわかりま

からのお気持ちに心を打たれながら、

文書等発受
支部

ほっと
コーナー

私は東日本大震災義援金の集計に関

公益法人制度緊急説明会（東京）水谷

1日 連絡

事務局

毎日でした。
総会後の6月10日にようやく義援金

せんが、本年度のアルツハイマーデー
標語のとおり「支援をつなぐこと、続
けること」を大切にしていきたいと

をお送りすることができ、少しホッと

思っています。

していたところにお礼の電話を受けま



（事務局 森浦真理）
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◆◆◆
◆◆◆

◆◆◆
各地のつどい ◆◆◆

事前に支部へお問い合わせの上ご参加ください。なお、つどいの情報は
事前に支部へお問い合わせの上ご参加ください。なお、つどいの情報は 14
14 ページにも掲載されています。
ページにも掲載されています。

北海道 ▶8 月1日㈪ 午後1:15 〜 3:30 ／つ

どい→かでる2.7 910 会議室
▶8 月1日㈪ 午後1:00 〜 3:00 ／つどい→奈
井江町保健センター
▶8 月25日㈭ 午後1:00 〜 3:00 ／つどい→
北見市民会館

青 森 ▶7 月24 日㈰ 午後1:00 〜 3:00 ／
弘前のつどい→弘前市社会福祉センター→男
性介護者のつどいも別室で同時開催
岩 手 ▶ 8 月10 日㈬ 午後1:30 〜 3:30 ／
滝沢のつどい→老人福祉センター（役場裏）
▶8 月20日㈯ 午後1:00 〜 3:00 ／岩手町の
つどい→ゆはず交流館
▶8 月27日㈯ 午後1:30 〜 3:30 ／盛岡のつ
どい→アイーナ
秋 田 ▶ 8 月 21日㈰ 午後1:30 〜 3:30 ／
つどい→秋田県民会館研修室
宮 城 ▶8 月20 日㈯ 午後1:00 〜 3:00 ／
つどい→みやぎNPOプラザ
山 形 ▶ 8 月13 日㈯ 午前10:00 〜正午 ／
庄内のつどい→酒田・総合文化センター
▶8 月27日㈯ 午後 2:00 〜 4:00 ／山形のつ
どい→山形市市民活動支援センター（霞城セ
ントラル22階）
福 島 ▶ 8 月14 日㈰ 午後1:30 〜 3:30 ／
福島地区会月例相談会→福島市保健福祉セン
ター（予定）
▶ 8 月 3 日・17 日㈬ 午前 10:00 〜正午 ／南
会津地区会シーツ交換会・交流会→南会津町
田島ホーム
▶8 月21日㈰ 午前10:00〜午後 3:00 ／ニコ
ニコサロン→南会津町社会福祉協議会
栃 木 ▶8 月24 日㈬ 午後1:30 〜 4:00 ／

相談会・つどい→とちぎ健康の森2階会議室

		
神奈川 ▶8月20日㈯ 午前10:30〜午後4:00

のつどい→笠岡市認知症介護研修センター
▶ 8 月13 日㈯ ・26 日㈮ 午前 10:30 〜午後
0:30 ／倉敷地域のつどい→くらしき健康福
祉プラザ

／家族懇談会「風鈴の会」→横浜市星川地域
ケアプラザ

福 井 ▶8 月6日㈯ 午後1:30 〜 3:30 ／福
井市つどい→ふくい県民活動センター 706
会議室

香 川 ▶8 月3日㈬ 午前10:00 〜正午／介
護者のつどい→旧女性就労支援センター（城
東保育所北隣）
▶8 月20日㈯ 午前10:00 〜正午／男性介護
者のつどい→旧女性就労支援センター（城東
保育所北隣）

愛 知 ▶8 月6日㈯ 午後1:30 〜 4:00 ／三
河介護者相談交流会→豊橋商工会議所
▶8 月7日㈰ 午後1:30 〜 4:00 ／名古屋介護
者相談交流会→ウインクあいち

愛 媛 ▶8 月8日㈪ 午後1:00 〜 3:00 ／中
予地区のつどい→愛媛看護研修センター
▶8 月10日㈬ 午後1:00 〜 3:00 ／東予地区
のつどい→西条市総合福祉センター
▶8 月17日㈬ 午前11:00 〜午後1:00 ／南予
地区のつどい→宇和島市御殿町むつみ荘

滋 賀 ▶ 8 月16 日㈫ 午後1:30 〜 3:30 ／

さつき会→滋賀市民センター
▶8 月23日㈫ 午前10:00 〜11:30 ／あやめ
会→晴嵐支所1階会議室

京 都 ▶8 月6日㈯ 午後1:00 〜 3:30 ／男
性介護者のつどい→京都社会福祉会館
▶8 月21日㈰ 午後1:30 〜 4:00 ／つどい→
京都社会福祉会館

福 岡 ▶ 8 月10 日㈬ 午後1:00 〜 4:00 ／
介護のつどい→福岡市市民福祉プラザ
宮 崎 ▶8月20日㈯ 午前11:00〜午後2:00
／つどい→宮崎県支部会議室

大 阪 ▶8 月5日㈮ 午後1:30 〜 4:00 ／つ

どい→阿倍野市民学習センター

◦支部設立準備中の県◦

奈 良 ▶8 月3日㈬ 午後1:00 〜 3:30 ／北

沖 縄 ▶8 月15日㈬

午後 2:00〜／家族の
つどい→中部福祉保健所→問い合わせ先 西
口TEL.0980-53-7772

和のつどい→学園前西部公民館5階
▶8 月10日㈬ 午後1:30 〜 3:30 ／南和のつ
どい→大淀町役場202会議室

鳥 取 ▶8 月9日㈫ 午前10:00 〜正午／西
部のつどい→ふれあいの里（米子市）
▶8 月12日㈮ 午前10:00 〜正午 ／東部のつ
どい→さざんか会館（鳥取市）
▶8 月18日㈭ 午前10:00 〜正午 ／中部のつ
どい→倉吉交流プラザ（倉吉市）

アメリカでの経管栄養の聞き取り調査結
果を掲載しています。結果は経管栄養し
「生
活の質が改善」
（33％）
、
「実施したことを
後悔」
（23％）を上回っていました。私の
両親は共にアルツハイマー病。帰省する毎
に病状は進行し、先月の母は私の名前や顔
が、悲しい現実ですが分からない。父は嚥
下障害のため増粘剤での水分摂取。進行し
経口摂取不可となった場合どうするか、施
設には「経管栄養はしない」と伝えていま
すが、迷いがあります。それは「生きてい
てほしい」との葛藤です。経管栄養で寿命
の延長も可能です。しかしそれは両親の生
きたい、生き方であろうか…。
「どこまで生
きたらいいの、経管栄養は、生きていると
言えるの。娘のための人生ではない」との
叫びが聞こえます。でも「生きていてほし
い」
。揺れ動き、両親の顔を見ると安心し
ます。改善した生活の質が知りたい！

（編集委員長 鎌田松代）

岡 山 ▶ 8 月12 日㈮ 午後1:00 〜 3:30 ／
岡山地域のつどい→岡山市保健福祉会館 4階
▶8 月18日㈭ 午後1:00 〜 3:00 ／井笠地域

2011年度賛助会員の方々④

（11.6.1～11.6.10）

〈福 祉〉ウ ェルエージング株式会社（栃木）▲妙
峰 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー（ 兵 庫 ） ▲ サ
ルピス訪問介護事業所（岡山）▲みここ
ろケアセンター（広島）▲熊本市西４地

域包括支援センター（熊本）▲株式会社
KENKOH（大分）▲鹿児島県認知症ケア
専門士会（鹿児島）

杉山孝博副代表が６時間にわたって講義します。
◦研修講座 「認知症の理解と援助」

秋田：9月25日㈰

滋賀：12月11日㈰

◦医学講座 「高齢者介護・看護のための医学基礎知識」

島根：12月4日㈰

◦ターミナルケア講座 「介護・看護専門職のためのターミナルケア」

高知：8月21日㈰
岩手：11月13日㈰

山形：10月10日（月・祝）

長崎：10月16日㈰

益
発行所◦ 公
社団法人  認知症の人と家族の会

〒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
TEL.075-811-8195
FAX.075-811-8188
発行人◦代表理事 髙見国生 編集人◦会報編集委員会（委員長 鎌田松代）
定 価◦1部200円（送料20円）
［会員の年間購読料は会費に含まれます］ 郵便振替口座番号 01050-3-47146
編集協力◦株式会社クリエイツかもがわ 印 刷◦新日本プロセス株式会社 ［転載時は本部事務局にご連絡下さい］
Alzheimer's Association Japan

財団法人ＪＫＡ

補助事業
この会報は、財団法人ＪＫＡの補助を受けています。

本誌発行経費の一部について協力を得ています。
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エーザイ株式会社

ファイザー株式会社

