
iPS細胞を使った認知症の治療

世界の
情報

京都大学iPS細胞研究センター井上治久准
教授のグループは実用化へのステップを着々
と進めています 。このグループはアルツハイ
マー病の人の皮膚をごくわずか（１～３mm3

程度）とり、その皮膚から試験管内でiPS細
胞を造り特別の遺伝子を加えて神経細胞にし
ます。アルツハイマー病の人の皮膚から採っ
た細胞の中や外にはアミロイドというたんぱ
く質がみられます。アミロイドたんぱくは神
経細胞の生存を危うくし、アルツハイマー病
を起こす危険があります。アミロイドができ
るとき、βセクレターゼとγセクレターゼと
いう二つの酵素が働きます。

iPS細胞を神経にするとき、βセクレター
ゼやγセクレターゼの働きを止める阻害薬を
加えると細胞の中や外のアミロイドは作られ
ません。γセクレターゼ阻害薬の作用は今一
つ不安定ですが、βセクレターゼ阻害薬は持
続的にアミロイドの産生を止めます。

今まで、細胞の外にあるアミロイドを抗体
などによって取り除くことが試みられました
が効果はあまり著しくなく、その理由が判り
ませんでした。井上教授らは神経細胞内のア
ミロイドこそが危険だと考え、研究を進めて
います。βセクレターゼ阻害薬を加えると、
細胞内のアミロイドが作られないところから、

現在βセクレターゼ阻害薬による治療が注目
されています。

アメリカのMDS社はMK-8931というβセ
クレターゼ阻害薬の臨床試験を始めました。
しかし、網膜への沈着物など問題がないわけ
でもありません。現在、日本でも製薬会社２
社で開発が進み、試験が始められており、近
いうちに臨床試験の開始が期待されていま
す。

この薬はアミロイドが脳にたまるのを防ぐ
薬ですから、できれば早期の認知症の方に
使った方が有効であろうと考えられていま
す。一方、神経細胞そのものを移植して、失
われた神経と置き換える試みが始められてい
ますが、「癌ができるのを防ぐ」「神経のネッ
トワークを作らせる」などの試みはこれから
です。けれども、ノーベル賞の成果がぼつぼ
つ認知症の人にも応用されそうだという光が
見えてきました。

今月から、「世界の情報」がスタートします。担当は中村重信顧問です。中村顧問は、
広島大学教授などを経て、現在は、洛和会京都新薬開発支援センター所長、音羽病院神経
内科医師として活躍中です。

iPS細胞：ヒト細胞を未分化にし、遺伝子により神経や心臓の細胞に再分化させることができる。
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会員さん

からの

お便り

山形県・Ｋさん　56 歳　男

元気にがんばりたい
〈字があまり書けないので妻が代筆しました〉

京都府・Ｎさん　49 歳　女

「家族の会」に
たどり着くまでに

大分県・Ｏさん　51 歳　女

自分だけがどうして？

群馬県・Ｍさん　54 歳　女

私は一人では
ないですよね

自分の世界がすべての姑

昨年、若年性のアルツハイマー型認知症
と診断され、いろいろと大変な思いをして
います。

妻と私の２人だけでは精神的にとてもつ
らいので、同じ悩みをもつ人々と交流をも
ち、元気にがんばっていきたいと思い「家
族の会」に入会しました。46歳の妻が支え
てくれています。

別居の81歳の母がアルツハイマー型認知
症と診断されて３年半たちました。「家族の
会」を知るまでに時間がかかり、一人で右
往左往し、認知症の人と触れ合ったことの
ない人に話をして誤解されたりもしました。
私自身も、もっと理解をし、情報もほしい
です。

90歳のアルツハイマー型認知症の姑を自
宅で介護しています。

家で実母を主人と二人で介護をしていま
すが、主人が自営業なので日曜日も仕事に
なることがあり、一人で母の介護をするこ
とも多くなっています。トイレの介助をし
て手を汚すことも多くなり、自分だけがど
うして？　と思うこともあります。他の方
はどうしているのでしょうか？

今では家族のことも忘れて「家に帰りた
いので、電話をして迎えにきてほしい」と
言うことも多くなってきました。

66歳の主人がアルツハイマー型認知症に
なり、初期だと言われていますが、普通の
ようで、やはり、忘れたり色々とあります。
車の運転も止められているので、私が鍵を
持っていて、半年間乗っていません。でも、

「鍵をどこやった」とか「ノロノロ運転すれ
ば大丈夫」など毎日のように言われたり、
主人は家にいて、私は仕事をしているのに、
メールが毎日のようにあるとストレスが増
して、主人のことをどうにかしてほしいと
思ってしまいます。

年の差がある分、不安が増しています。
「家族の会」に入会して、色々と話が聞き
たいし、私は一人ではないんだと思いたい
です。

毎日、排尿排便の世話や自分の世界がす
べての姑に周りが振り回され、デイサービ
スに行ってくれると静かになりホッとしま
す。日ごと大変になっていくので他の方の
様子も聞かせてもらって参考にしていきた
いと思います。

長野県・Ｙさん　62 歳　女
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山梨県・Ｏさん　69 歳　男

先が見えず心身共に
厳しいです

宮城県・Ｏさん　56 歳　女

温かい時間に感謝

退会しないでよかった

施設にいる母を思うと…

79歳の兄が昨年、軽度認知症との告知を
受けましたが、うろたえずに受け止めるこ
とができました。

母を看取り終えて13年たちますが、退会
しないでよかったです。迷うこともたくさ
ん出てくるでしょうが、気負うことなく経
験したことを生かしていきたいです。

毎月『ぽ～れぽ～れ』が届くのを楽しみ
にしております。

特養での母を思うと、涙が出ますが、ど
うしようもないです。

面会に行くことが楽しみです。

夫のこれからは、本当にどのようになっ
ていくのかはわかりません。たくさんのこ
とを含めて、今、入り口に立っていると感
じています。この病気の様子を本当に厳し
いとも感じています。

三人の子どもたちに力を貸してもらいな
がらも、私は子どもたちを守っていきたい
と思っていますし、私自身も私の人生を大
事にしていきたいと思います。でも、一人
ではなにもできません。同じ病気にかか
わっていらっしゃる方を見ていて、私に足
りないものが「家族の会」にはあると思い
ました。定例会に参加させていただきまし
て温かい時間を感じさせてもらい、とても
嬉しかったです。

最近96歳の母の認知症の症状が悪化して
います。朝から晩まで物忘れ、物盗られ妄
想の繰り返し。特に物忘れがひどく、５～
10分前のことも忘れ、１日に15 ～ 20回同
じことを聞きに来る。その都度、説明した
り、探したりしても効果はなくだめ。あげ
くに逆ギレして文句を言われたり、騒ぎだ
すの繰り返し。介護を主にしてくれている
妻も心身共に厳しい状態になっている。私
も穏やかな対応に努めてはいますが同じ状
態。先が見えず困り切っている。救いは、
やめたいと言いながらもデイサービスに
行ってくれていること。介護体験者の話を
聞いたり、今後のヒントを知りたい。

昨年３月に60歳の夫は胃ガンの手術を
しました。術後、処方された六君子湯エキ
ス顆粒による薬剤性疑いの劇症肝炎を発症
し、移植等の言葉が医師から出るほどの状
態でした。１ヵ月ほどの入院を経ると、若
年性のアルツハイマー型認知症の現実が
待っていました。

治療中の医師から「命拾い」したと思っ
てくださいと言われた肝炎でしたが、命は
救われましたが夫は壊れてしまった、と感
じました。

すべてが変わらなければならない現実の
始まりです。大学病院という大病院での受
診の中でのいらだちや医者とのやりとりの
中で、ともかく目の前のやらなければなら
ないことを進めながら、夫の様子に障がい
のある娘（他に娘、息子がおります）と生
活をしていくことの難しさを感じ、夫は昨
年12月20日から有料老人ホームに入所し
ております。

埼玉県・Ｅさん　66 歳　女

佐賀県・Ｈさん　61 歳　女

■『ぽ〜れ�ぽ〜れ』へのご意見やお便りは「家族の会」
編集委員会宛にお送りください。

〒 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
FAX.075-811-8188　E メール  office@alzheimer.or.jp

お待ちしています！
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支部だよりにみる

◦父は2012年　11月8日で81歳
佐賀県の特養で生活している父が昨年11

月8日に81歳の誕生日を迎えました。2004
年3月にアルツハイマー病と診断されてか
ら９回目の誕生日でした。

誕生のお祝いは生きていないとできませ
ん。また祝ってくれる人が、いてくれるこ
とがうれしいのです。生きていることを喜
んでくれる人たちがいるのです。「生きてい
てくれて、ありがとう」と思うから、私た
ちは父の誕生日を祝います。

◦病状の進行
一昨年の春に心筋梗塞で生死の境をさま

よい、認知症は一気に進行しました。お正
月は迎えられないかもしれないと覚悟もし
ていました。だから、私は家族に無理を言
い、子どもたちには勤務調整してもらい、
全員で帰省しました。

診断を受けた当時は、田植え機やコンバ
インを使って苗を植え、米を収穫すること
ができていました。それができなくなり、
話せなくなり、自分への怒りか、母に暴力
をふるうようになりました。小規模多機能
居宅介護を利用し、週末は家で過ごし平日
は施設で…の生活がずっと続くと思ってい
ました。しかし、病気は進行し、徘徊や足
腰の弱りで転倒するようになり、在宅生活
を断念しました。両親は相次いで特養とグ
ループホームに入りました。

◦生きていてほしい
髙見国生代表理事が書かれた認知症サ

ポーター養成講座のテキストに、こんな一
文がありました。「親が亡くなってみると『次

に死ぬのは自分の番だ』と気づきました。
親は生きていて子どもを死から遠ざけてく
れているのだと思いました」。考えたことも
なかったことに驚いていましたら、井上靖
さんの『わが母の記』にも「生きていた父
が死から私をかばう一つの役割をしてくれ
ていたことに、父の死後に気付いた」とあ
りました。父や母がいるので、私は死から
遠ざけられています。

まだまだ、生きていてほしいと思います。
嚥下障害があるので、「胃ろうはどうだろう
か、呼吸停止した場合の挿管はどうだろう
か」と悩んでいました。生きていてくれた
ら、会いにいけます。私はしんどくなって
も、両親の顔を見ることで元気が出ること
がこれまでにも多くありました。両親は病
気でできないことが多くなっても、私に泣
きごとを言ったり、周囲に迷惑をかけたり
はなく、粛々と病気を受け止めているよう
でした。

でも寿命はいつか尽きます。その寿命の
終わりは樹木が根っこから栄養がとれず、
樹が倒れて土に還るような、自然界と同じ
ような形がいいだろうと思い、胃ろうや挿
管はしないことで主治医には伝えています。

誕生日が迎えられたことを喜び、生きて
いることに感謝します。しかし、いつかは
終わる寿命だから、私を死から遠ざけてい
た両親がいなくても、しっかりと生ききれ
るように、その準備の誕生日だったのかも
しれないと思えます。

父は人に迷惑をかけることが大嫌いで、
幼い頃にはよく叱られていた私。「しっかり
生きろ」と父は生老病死を、誕生日に私に
教えてくれているようです。

「父の誕生日」
　　　　　　　　　京都府支部　鎌田松代

117
北

南
から

から
京都府
今回は

京都府支部版
（2013年2月号）
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介 護 初 心 者 の 悩 み に 応 え る

担当は三重県支部です

�

次回からは三重県支部が担当します

ケアマネジャー：生活の様子は？　頻
繁に長電話がかかってきて、心配した
り、イライラしたり大変な日々だと思

いますが、しばらくは、お母さんに会いに行か
れる回数を増やし、生活の様子を知ることが必
要です。また、地域包括支援センターに相談し、
介護保険等について教えてもらいましょう。地
域の「家族の会のつどい」に参加することも
お勧めします。

看護師：かかりつけ医や専門医の診断
を　認知症かもしれませんね。かかり
つけの先生に相談して、ふさわしい専

門医を紹介してもらうことが必要だと思いま
す。認知症かどうか、またどんな種類の認知
症かも含めて診断ができれば、その後の対応
方法も見出しやすくなり、病気と割り切って介
護していく決心がつくでしょう。

精神科医：不安や寂しさに耳を傾け、
安心させましょう　認知症の初期には、
できていたことができなくなり、不安

や寂しさに襲われることが多いものです。一人
暮らしならなおさらです。一番頼りにしている
人に頻繁に電話をしてくることもよくあること
です。意見や注意は禁物。訴えに耳を傾けお
母さんの心に寄り添うことによって落ち着いて
こられるでしょう。

介護経験者Ａ：ヘルパーを利用できる
ように　受診のたびに、遠くから来ら
れるのは大変ですよね。通院時に、家

での様子や服薬の状況などを、そのつど主治
医に伝えられるように、ヘルパーを利用できる
ようにしたらいかがですか？　そのためには、
介護保険の利用の申請をお勧めします。

世話人：お話（傾聴）ボランティアの
利用を　「不安や疑い」がおありのよ
うですね。信頼関係を築き、受け入れ

るまでは娘さんの力が必要ですが、専門の訓
練を受けた傾聴（お話を聴く）ボランティアの
利用もお勧めします。話ができる人が定期的
に訪問すれば「不安」が減り、お母さんの気
持ちも晴れることが増えるのではないでしょう
か。地域のボランティアセンターで情報を教え
てくれます。

介護経験者Ｂ：同居を考えては　もし
認知症と診断された場合は、今後、病
気が進行することも考えなくてはなり

ません。お母さんを引き取り同居することを考
えたほうがいいと思います。転居による一時的
な混乱はあるかもしれませんが、あなたの存在
で安心し安定されるでしょう。同居が無理な
ら、あなたの近くの施設等の利用も考えておい
たほうが良いでしょう。

母は80歳、一人暮らしで、買い物や受診、家事などは自分でしています。しかし、
最近、自分がしたことを忘れ、「近所のあの人がまたやってきて、ご飯を食べていっ
た。仏壇に花を生けていった」などと不安がるようになりました。県外の私のと
ころに、「怖い」「助けて」と月に50回以上も長電話をかけてくるので、ついつ
い怒鳴ってしまいます。どうしたらよいでしょうか？ （相談者：娘56歳）

■▶

一人暮らしの母が不安がって頻繁に
に長電話をしてきて困っています。
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現在「認知症カフェ」あるいはそれに類する
つどいの場（対象とした場所は「認知症カフェ」
と看板を掲げていないところもありましたが、
以下、両者を含めて「認知症カフェ」と称します）
を実践している28 ヵ所を対象としました。実
際に出向いての聞き取り調査を10件行い、そ
れ以外は調査票に記入をしてもらう形式で実態
を調査しました。また、海外の認知症カフェ事
情について、それに詳しい研究者に聞き取りを
行いました。

その結果、調査した認知症カフェのうち約半
数が社会福祉法人とNPO法人が母体でした。
約半数は2012年の開設でした。認知症カフェ
の支援スタッフの半数は、ボランティアや民生
委員、認知症サポーター等専門職以外の人たち
でした。活動場所は、民家を改装したり、施設
の一部であっても地域の人が気軽にアクセスで
きる場でした。運営の予算については、50万円
未満のところと、200万円以上と、大きく分け
て2つの群に分かれていました。

１　�認知症カフェはどんな目的で
　　開設されているのか

家族会が母体としてあっても、もっと気楽
にいつでも集まることができ、他の住民も利用
できる場所での開設を目指したところや、デイ
サービスにはなじめないが、日中行き場所がな
く引きこもりがちになっている若年認知症や認
知症初期の方の行き場をつくる目的や、診断初
期の家族の混乱に対応する目的など様々ありま
した。

２　認知症カフェではどんなことが
　　行われているのか

すべての場所で飲み物と茶菓の提供をしてい
ました。それ以外に、専門職による介護相談、
講話や勉強会、音楽の生演奏、散歩や体操、園
芸、編み物、囲碁・将棋などバラエティに富ん
でいました。しかし全体を通じて、決まったプ
ログラムをするということよりも、来た人が自
由に過ごし、やりたいことは話し合いながら決
める、という理念が共通していました。

認知症カフェとは、2012年6月18日に厚生労
働省から出された「今後の認知症施策の方向性
について」に明記された認知症ケアのひとつの
方針です。認知症カフェはすでにイギリスやオ
ランダで実践されて効果をあげているものです

が、我が国では「認知症カフェとは何か？」に
ついて定義されていません。そこで、まずは認
知症カフェとは何か、を明らかにすることを今
回の調査の目的としました。

「家族の会」では、厚労省の補助を受けて「認知症カフェの運営とあり方に関する調査研究」
をしました。調査委員会の作業部会責任者を務めた鈴木理事の報告です。

【調査の背景】

【調査方法と結果概要】

本人、家族、それぞれに効果
「運営とあり方に関する調査研究」報告

鈴木　和代
（「家族の会」理事、調査・研究専門委員会委員）

認知症カ
フェを調

査
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【調査のまとめ】

１）認知症カフェの効果
認知症カフェは認知症の人、家族、地域住民、

専門職それぞれにとって良い効果があることが
分かりました。認知症カフェは、認知症の人と
家族が一緒に行ける場であり、かつそれが地域
に開かれた場所で、地域の誰もが利用できる、
ということに特徴があります。このような機能
をそなえた支援は介護保険サービスにはありま
せん。このような特徴をもつ認知症カフェは、
認知症の人と家族の関係性にこれまでとは異な
る影響を与えると考えました。

例えば、通所支援のひとつであるデイサービ
スと比較して考えてみると、認知症カフェの意
義が分かりやすいです。

デイサービスは、介護保険制度であり、介護
度に応じてその利用が許可されます。つまり、
認知症の人は「認知症という病気をもつ人」と
して利用します。家族は通常一緒には利用しま
せん。

一方、認知症カフェは、今は民間での実践
例ばかりですので、もちろん介護保険制度に基
づくサービスではありませんが、介護認定にか
かわらず利用できます（認知症初期や若年認知
症の人に対象を絞っている認知症カフェもあり
ます）。ですから認知症の人は、一般住民とし
て参加します。そして家族と一緒に行くことが
できますので、毎日一緒に生活している家族で
あっても、認知症カフェでは他の人との交流が
あるので、本人のいつもと違う表情や生き生き
とした姿を目にする機会となっていました。

これがとても重要なことで、認知症カフェで
は、本人と家族の関係に異なる風穴を開けるよ
うな効果がありました。もちろんこれは、認知
症の人がそこに居て安心できること、受け入れ
られていると感じられること、そして自分の存
在意義を確認できることがあるからこそです。
そのような要素をもっていることは、認知症の
人と家族に対する支援において重要であると言
えます。

２）認知症カフェとはどんな場であるのか
様々ある効果を整理した結果、認知症カフェ

がどんな場であるのか、またどんな場であるべ
きかを簡単にまとめました。そのうちのいくつ
かを抜粋します。
① 認知症の人とその家族が安心して過ごせ、い

つでも気軽に相談できる場
② 認知症の人とその家族が自分たちの思いを吐

き出せる場
③ 本人と家族の暮らしのリズム、関係性を崩さ

ずに利用できる場
④一般住民が認知症の人やその家族と出会う場
⑤ 専門職が本人や家族と平面で出会い、本人、

家族の別の側面を発見する場
　

３）課題
認知症カフェは確かに有効な支援の形と言

えますが、認知症の進行に伴って利用が難しく
なったり、他の支援や医療につなげていく必要
があります。したがって、このような限界を認
識した上で、認知症の医療とケアの入口として、
切れ目ないケアの最初の案内所として機能する
ものとなることが期待されています。

●認知症カフェのあり方と運営に関する調査検討委員会委員
委員長 苅山和生（佛教大学保健医療技術学部准教授）
委　員 江口恭子（大阪府立大学看護学部助教）
 勝田登志子（「家族の会」副代表理事）
 鈴木和代（「家族の会」理事、京都大学大学院医学研究科助教）
 髙見国生（「家族の会」代表理事）
 武地　一（京都大学附属病院老年内科医）
 水流凉子（「家族の会」理事）
 橋本武也（社会福祉法人同和園 常務理事）
 牧野史子（ＮＰＯ法人アラジン 理事長）
 真下勝行（長岡ヘルスケアセンター作業療法士）
 　（委員長以外五十音順）

報告書を発行！A4判60ページ
希望者には実費でおわけします。

「家族の会」事務局へお問い合わ
せください。
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高校１年の永島聡君は、認知症らしきおばあさんと
の出会いから「今、自分にできることは何か」と考え、
「家族の会」として、支部のキャラバンメイト養成講座
に出席したそうです。「認知症のことを同世代に伝えた

い」「高校生の私たちが50代になった時は、今よりもっ
と大変な状況になっていると予想されている。しかし、
そんな未来も、みんなの力で変えていける。今、でき
ることから行動していきたい」と力強く語っています。
ちなみに永島君の父親は、支部の永島徹顧問です。

栃木県
支部息子さん頑張って!!

「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

■幸せな気分を分かち合えるように！
フィリピンのアルツハイマー病協会のホームページに作家
モナ・サバロン・ゴンザレスさんの介護体験記が載っていま
した。モナさんの母親は、知的で、たくましく、愛情にあふ
れた女性で、6人の子どもたちを立派に育てあげました。彼
女の物忘れが始まった時、子どもたちは、てっきり冗談を言っ
ているのだと思ったそうです。だんだんと症状が進んでいく
彼女の言動や振舞いに、イライラしながらも家族は母親を大

切にすることを学びました。モナさんは、体験を通して「家
族がアルツハイマーになった時にできること」を読者に伝え
ています。次はその中の一節です。
「何度も同じことを聞くのはつらいことですが、まるで初め
て聞くかのように答え続けましょう。否定や無視はその人を
悲しませ、症状を悪化させます。どうしたらその人に幸せな
気分になってもらうか一生懸命考えましょう。娘や息子のこ
とがわからなくなっても、言葉が理解できなくなっても、幸
せな気分は分かち合えるのです」
ぽ〜れぽ〜れのお便り欄のように、モナさんの投稿には、
読者からの意見が寄せられています。フィリピンでも、介護
の大変さは同じ、そして家族たちはお互いの体験を分かち合
い励まし合っているようです。� （国際交流委員　鷲巣典代）

「心の声　きかせてください」このように、毎号、支
部会報は会員の声を募っています。
施設入所中のご主人に毎日、１時間半かけて面会に
行っている奥さんから「私は会員でありながら、何の
お手伝いも、会の行事にも参加せず、ただ会報を受け

取るだけの会員で申し訳なく思います」というお便り
に添えて
奇跡願い　大好き好きと　記憶なき
　　　夫にささやく　片思い我

と、「心の声」が寄せられました。
　そして、「お仕事の中、『家族の会』でお世話をされて
いる皆様に感謝しています」の添え書きがありました。

香川県
支部心の声　きかせてください

支部のつどいは県内5会場で、1会場、毎月1〜2回
開催されています。支部会報2月号には次年度の年間
計画が掲載されていました。
各会場とも「第２水曜日13時〜15時」というよう

に、平日開催、時間はデイサービス中の時間帯に合わ

せ、介護者が参加しやすいよう計画され、世話人のこ
まやかな心遣いを感じることができます。会員のＫ・
Ｋさんは「つどいは心と体のリフレッシュ。和気あい
あいと交流を深めています」と、語っています。
「11時〜13時」という時間設定の会場もあり、食事
をしながら話に花を咲かせていることでしょう。

愛媛県
支部こまやかな心遣いのつどいは…

２月号から金沢大学看護学専攻の女子学生３名が会
報づくりに参加しています。
３名の学生は「読みやすい、楽しい、よい会報づく
りに頑張ります。よろしくお願いします」と、自画像
のイラスト入りでの挨拶です。

初仕事は、会員のオカリナ演
奏に合わせて「ペチカ」「冬景色」
を歌って散会となった「新年の
つどい」を写真入りで紹介。
「30周年を迎える支部に、若
者の発想が活動に新しい風を‼」
と編集者は語っています。

石川県
支部30周年の支部に若者が新風を

フィリピンの巻
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宮城◉5月2日㈭・16日㈭�午前10:30〜
午後3:00／翼（本人・若年）のつどい→
泉社会福祉センター
山形◉5月15日㈬�午後1:00〜3:00／本
人のつどい→篠田総合病院講堂
神奈川◉5月12日㈰� 午前11:00〜午後
3:00／若年期本人・家族のつどい→
ほっとぽっと
富山◉5月11日㈯�午後1:00〜3:30／て

るてるぼうずの会→サンフォルテ2階
愛知◉5月11日㈯�午後1:30〜4:00／元
気かい→東海市しあわせ村
滋賀◉5月8日㈬� 午前10:00〜午後2:00
／ピアカウンセリング→県立成人病セ
ンター職員会館2階
鳥取◉5月26日㈰�午前11:00〜午後3:00
／にっこりの会→地域交流センター笑
い庵「笑い庵カフェ&マルシェ」（米子市）
広 島 ◉5月4日（土・祝）� 午 前11:00〜 午 後
3:30／陽溜まりの会東部→福山すこや
かセンター
5月11日㈯�午前11:00〜午後3:30／陽溜

まりの会広島→広島市中区地域福祉セ
ンター
5月25日㈯�午前11:00〜午後3:30／陽溜
まりの会西部→廿日市市総合健康福祉
センター
福岡◉5月15日㈬�午前10:00〜午後0:30
／若年性認知症の人と介護家族のつど
い→福岡市市民福祉プラザ
熊本◉5月11日㈯ 午後1:30〜4:30／若
年期認知症のつどい→くまもと県民交
流館パレア
� 詳細は各支部まで

交流の場交流の場

今月の本人

本誌３月号の連載や一筆啓上で紹介された中西さん（元小学校教師。３年前に
若年性アルツハイマー型認知症と診断）。

２月17日の「第２回京都式認知症ケアを考えるつどい」で「今の私」と題して
話されたことを紹介します。

「今の私」を「これから同じ病気の人の
役に立つ」と言われたので、話します。

中西栄子さん・65歳（京都府支部）

こんにちは。

とても緊張しています。なぜ、私がここで自分

のことを話すのか？　よくわかりません。でも、

娘に、「お母ちゃんが、今の気持ちを話したら、こ

れから同じ病気の人の役に立つ。」と、言われまし

て、はずかしながら話させていただきます。よろ

しく、お願いします。

3年前、娘に「何度も同

じことを言う」、「怒りっぽ

くなった」という理由で、

無理矢理もの忘れ外来に連

れて行かれました。その時

は、何の自覚もなく、普通

に生活していましたので、

「なんでそんなところに連れ

て行くのか?」と怒りました。

診断の結果、若年性アルツハ

イマー型認知症と言われまし

た。

私は小学校の教諭をし、退

職後も副担任として勤めてい

ました。まだまだ学校で働きたいと思っているの

に、娘にやめろと言われて、とても辛い思いをし

ています。

毎日、やることもないので、去年5月ごろから

体操教室のようなデイサービスに通うことにしま

した。初めは行くのが嫌で、行きたくなかったで

す。新しいことを始めるのは不安でいやでした。

でも行ってみると楽しくて、去年10月ごろから、

もう一ヵ所、娘がピアノ演奏ができることを生か

せるところを探してくれました。歌の伴奏やお昼

ご飯の配膳なども手伝ったりしています。

最近の私のことについて話

します。

「今、このことを忘れるか

もしれない」と思うことがた

まにあります。そのときは、

娘にメールに内容を書いて

送っておきます。使い方が

わからなくなることがありま

す。でもゆっくり落ち着い

て操作すれば思い出せます。

これからやりたいことは、

もう一度教壇に立ち、子ど

もたちと関わりたいです。

児童館や保育園で何か私の

できることはないかなぁと娘と2人で考えたり

しています。

以上が、今の私です。娘と一緒に話しながら

原稿を作りました。ありがとうございました。

発表する中西さん（右）と娘さん
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