
　家にこもりがちだった今里安利さんが、４月か

ら認知症対応デイⅠに通っています。

　今里さんは若年認知症に特徴的な「しゃべる」

能力に大きな問題を抱えています。かつて利用し

たＤデイサービス(大規模な基本デイ)では、他の

利用者とうまく交流することができず、すぐに

“通所拒否”となりました。送迎車にも抵抗するの

で、家族がＤまで送っていくと建物を見ただけで

逃げ帰ってしまいます。デイ側も適切な対応が取

れず、サービスは中止になりました。

　家では終日、奥さんのそばを離れません。ヘル

パーとの週２回の散歩とたけのこだけが奥さんの

休める時間です。奥さんのストレスと疲労は耐え

られないレベルに近づいていました。

　認知症デイＩにはたけのこのメンバーが多く通

っています。３月半ば、散歩の途中で偶然会った

という体裁にして、竹内伊代さんと落ち合い、Ｉ

へ誘導しました。職員も事前の打ち合わせどおり、

温かく迎えてくれたので、今里さんはすぐに打ち

解けました。相談員と綿密に打ち合わせ、家にも

様子を見に来てもらい、４月３日からデイサービ

スをスタートさせました。顔見知りとなった相談

員が迎えにきてくれたので、送迎車にも機嫌よく

乗り込みました。

　今里さんはよくしゃべるようになりました。言

葉もはっきりしてきました。よく歌うようにもな

りました。奥さんは「デイサービスにうまく誘導

していただき感謝しています。みなさんに良くし

てもらっているようで、とても明るくなりまし

た」と話しています。
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　この日、糀田さん宅に集まったのは担当医、サ

ービス事業者(ヘルパー、デイサービスの相談員

)、区の担当者(保健師、訪問指導の看護師)です。

オブザーバーとして若年認知症家族会の関係者も

出席しました。ケアマネのＳさんは糀田さんの今

の状態を全員で確認し、今後の医療と介護の方針

を出す必要があると考えました。病気の進行に対

応した「在宅での医療・介護の態勢」をどう整え

るかという点を話し合いたいと考えたのです。

糀田重行さんのこれまでの生活

　糀田さんは63歳。50台でピック病を発症し、現

在、要介護５です。幼児期に広島で被爆。さまざ

まな薬を服用しています。薬への執着が強く、診

療所で終日座っていたり、町の薬屋で売薬を買い

込んできたりしました。

　大変な思いをしてマイカーを廃車にした後も、

誕生月には免許の更新騒ぎを繰り返してきました。

若年ゆえの行動の激しさから通所介護が継続でき

ず(本人の拒否、施設側の対応不能)、昨年やっと

訪問介護が始まりました。周回行動があるため、

ヘルパーの介助は大きな助けになりました。

最近の変化

　昨年来カレーライスに執着し、毎日カレー屋を

ハシゴ。１年で10キロ太り、ＡＤＬも落ちてきま

した。５月に初めてショートステイを使いました。

世田谷区の特養系ショートが受け入れてくれたの

です。本人も思いのほか抵抗せず、１週間宿泊す

ることができました。ショートの直後に見学に行

った鷹番の認知症デイでも受け入れが決まり、６

月から週３回通っています。体力が衰えたので利

用が可能になったという点は残念ですが、関係者

が根気よく、利用に向けチャレンジしてくれた結

果でした。

　５月下旬、ベッドから落ちるという事故があり

ました。怪我はしませんでしたが、ベッドと壁の

間で動けず、薬(安定剤系)の効きすぎによるもの

と推測されました。

訪問診療と薬の一元管理

　カンファレンスではＫクリニック(世田谷区・

認知症専門)のＮ医師から、①睡眠薬を一旦抜く。

②訪問診療に切り替え、すべての薬物を訪問医が

一元管理する。―という提案があり、中目黒の

Ｎ神経内科クリニックが推薦されました。両医院

は交流が深く、糀田さんの記録も正確に伝えられ

ます。

若年認知症対象の紙おむつ支給制度

　保健福祉サービス事務所の保健師からは、４月

から若年認知症も対象になった「心身障害者等お

むつ支給制度」の利用が提案されました。高齢者

福祉制度では65歳以上でなければおむつは支給さ

れなかったのですが、若年認知症患者救済のため

区が新たに導入した制度です。「精神障害者保健

福祉手帳」を取得してから支給を申請することに

なります。数量などに制限はありますが、家族に

は光明です。

ショートステイの利用を拡大

　糀田家は夫妻と息子の３人暮らし。サラリーマ

ンの息子さんも良く協力していますが、二人だけ

でピック病を看るのはとても大変です。今回のカ

ンファレンスでは、当面の課題として「ショート

ステイの利用を拡大しつつ、体調の変化に合わせ

たフレキシブルな介護を実行していく」ことを全

員で確認しました。

ケアカンファレンスを
実施していますか？

　ケアカンファレンスというのは、ケアマネが関係者を召集して行う「介護担当者会議」のことです。

介護保険法で開催が義務付けられています。６月23日に行われた糀田重行さんのケアカンファレンスは、

とても内容の濃いものでした。

　前号では２月16日に家裁で申立てをしたところ

まで書きました。以下の書類を提出しました。

　申立てに必要な書類：

　①「申立書類」

　申立書／申立事情説明書／診断書など約20枚

　ほかに添付資料として―

　　本人の財産目録(登記簿や通帳のコピー)／

　　収支状況報告書(領収書のコピー)など

　②本人(竹内伊代)の戸籍謄本／住民票／診断

　書／東京法務局関係の書類　など

　③後見人候補者(竹内弘道)の戸籍謄本／住民

　票／身分証明書(本籍地で発行したもの) ／

　東京法務局関係の書類

内容の確認に15分ほど待たされましたが、その場

で受理されました。この後は家裁調査員による本

人への聞き取り調査、医師の鑑定などを行い、２

～３カ月審理した上で決定するとのことでした。

鑑定料、後見人報酬に決まりはない

　「申立ての手引き」には鑑定料10万円と記載が

あります。その根拠を訊ねたところ、次のような

答でした。

　鑑定料の考え方：

　申立てする側に推薦する鑑定医がいない場合、

　家裁が医師会などに照会して鑑定医を決め、

　報酬を定める。その目安が10万円。

　自薦候補を立てれば10万円もの鑑定料は必要な

いわけです。鑑定書はＡ４で４枚。「鑑定書作成

の手引」と一緒にホームページからダウンロード

できます。診断書が１枚で5000円なのですから、

鑑定料は１～２万円程度が妥当だと思います。ま

た診断・鑑定人とも認知症の専門医である必要は

なく、経験と知識がしっかりしていると家裁が認

めれば、何科の先生でもいいのだそうです。

　ついでに後見人の報酬について訊ねてみました。

後見人は家族、知人など誰でもなれますが、弁護

士、司法書士、社会福祉士などが選任されるのが

一般的です。報酬は月３万円程度というのが多い

そうですが、これにも規定はないそうです。本人

の資産状況や後見内容次第なのです。報酬ゼロと

いうのもありなのだそうです。

２ヵ月で選任決定

　３月22日、家裁の調査員が訪れ、母に制度の説

明をし、名前や生年月日などを質問しました(介

護認定調査と同様)。本人の判断能力をテストし

たわけです。

　４月12日、鑑定のため再び本間医師を受診(問

診)。鑑定書は本間先生から直接、家裁へ送付す

るきまりでした。

　４月24日、「４月18日付けで成年後見人に選任

された」との通知が届きました。

　最新の「財産目録」と「年間収支予定表」をあ

らためて作成し、６月３日に提出(郵送)しました。

これが後見人としての初仕事です。あとは定期的

に収支の報告をすることになります。

□

　次号では「任意後見制度」について報告します。
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体験リポート

　12月27日　 家裁で申立てに必要な書類を入手　

　１月下旬　 戸籍謄本・住民票等(区役所)、後見登
　　　　　　 記関係証明書(東京法務局)を入手

　２月１日　 本間医師を受診(CT、問診)
　　　　　　 診断書発行　

　２月初旬　 財産目録に添付する資料(謄本類、通帳
　　　　　　 などのコピー)揃える

　２月16日　 家裁に申立てし、受理される

　３月22日　 家裁調査員、聞取調査のため来訪

　４月12日　 鑑定のため本間医師を受診(問診)　

　４月18日　 成年後見人に選任決定。後見開始

　６月３日　「財産目録｣｢年間収支予定表｣を提出

　診断書　　　　　　　　　　　　　　　5,000円
　(鶴川サナトリウム病院)

　住民票・戸籍謄本・身分証明　　　　　1,800円
　(区役所)

　印紙(東京法務局)　　　　　　　　　　1,000円

　切手・印紙(家裁)　　　　　　　　　　9,100円
　(後日、切手の使用残額2,240円返還される)

　鑑定料(本間医師)　　　　　 　　　　10,000円

　交通費(介護タクシーなど)　　　　　　5,000円　

　　　　　合計　　　　　　　　　 　約30,000円

成年後見人になってみる 中

■成年後見申立の流れ

■主な費用

竹内弘道
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

伊良原先生の指導で手話ダンス。

5月19日

4月7日
ここ何年か陽気に恵まれなかったお花見が、今年はでき
ました。しかし、満開ではありましたが、妙に寒い日で、
早々に中目黒スクエアへ引き上げました。笠原さんの愛
犬マロンを中心にボール遊びなどをしました。

5月26日

香港園で食事会。

6月2日

改正介護保険の勉強会。

国立音楽院の生徒さんの卒業実習(？)。七夕飾りをし
ながらの歌唱パフォーマンスです。西原律子さんはこ
の日は教官の顔。隅でひそかに採点していました。



竹内伊代さんが手首を骨折

　４月13日、自宅玄関の上がり框からたたきへ車

いすごと50センチ落下。顔面を強打し、眉と唇を

裂傷、左手首を骨折しました。弘道さんが別の部

屋で電話の応対をしている、ほんのわずかの間の

ことでした。伊代さんは最近、見当識障害が進み、

しばしば自分の居場所が分からなくなります。そ

んな時、まわりに誰もいないと怖くなって動き出

すことがあるのだそうです。

　夜だったので病院を探すのに手間取りました。

怪我の状態から、脳神経科(頭部打撲)、整形外科

(骨折)、眼科(顔面打撲)など複数の当直医がいる

病院でないと受け入れられないということで、都

立Ｈ病院が受け入れを了承するまで、救急車内で

30分も待機させられました。

　左手首を副木で固定、眉と唇を数針縫い、顔面

は内出血でふくれ上がっていましたが、「この程

度の症状では入院はさせられない」ということで、

明け方に搬送タクシーで帰宅しました。費用は

31,910円。今の医療体制では手当の済んだ患者は

速やかに家に帰すという原則なのだそうです。92

歳だというのに、ひどいものです。弘道さんは

「搬送タクシーの配車センターの対応にもいらい

らさせられた」と話しています。

青木トクさんが手術

　青木トクさんが４月20日にＳ中央病院(港区)で

水頭症の手術を受けました。このところ微熱が続

いたりして、ＡＤＬの落ち込みが目だっていまし

た。頭から抜いた水を腹腔内に落とすための管を

通す大手術でした。５月６日に退院しましたが、

篤三さんによれば、１カ月ほどは体力の落ち込み

が目立ったそうです。しかし、６月に入って回復

が実感され、最近は目の動きや表情がはっきりし

てきました。呼びかけにも的確に応じるようにな

りました。家では声も出るようになったそうです。

自分のことを言葉や行動で伝えることができない

トクさん。病気を発見し、立ち向かえたのは、篤

三さんの日頃の細やかな見守りがあったためだと

思います。

雑誌「かいごの学校」で紹介

　５月19日、月刊「かいごの学校」(日本医療企

画刊)の取材がありました。同誌は２年前に創刊

された介護情報の専門誌で、６月号の特集「介護

に生かそうご近所さんのチカラ」に、「家族の会

がミニデイを開催」というタイトルで紹介されま

した。

改正介護保険の勉強会

　５月26日、介護保険課・白井静江係長を囲んで、

４月から大きく変わった介護保険制度についての

勉強会を開きました。中目黒スクエアを拠点とす

るミニデイの人や近くの住民も参加しました。白
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井さんは、この日のために制度改正を要約したテ

キストを用意、丁寧に解説してくれました。それ

にしても、とても分かりにくい制度だと実感しま

した。今後も具体的な事例をもとに、勉強会を継

続していく必要があると感じました。

香港園の食事会に取材

　６月２日、香港園の食事会は30名を超す参加で

した。雑誌「かいごの学校」の秋山記者が再度、

取材に訪れました。前回の活動の様子がとても楽

しそうだったので、８月号でより詳しく紹介した

いとのことです。

東久留米の地域包括支援センターから見学

　６月16日、東久留米市東部地域包括支援センタ

ーの宇井純子さんが来所しました。同センターは

重点施策のひとつに「介護者の支援」を掲げてい

ます。たけのこの「介護される人とする人がペア

で行う」活動を参考にしたいということでした。

お便りをいただきました。以下に要約します。

「(略)見学の折は大変お世話になり本当に有難う

ございました。(略)早速、私たちの介護者の集い

では、グループホームの見学に行って参りました。

奥様を介護されているある参加者には、とても参

考になったとコメントを頂くなど有意義なひとと

きを過ごすことができました。(略)私たちの集い

はまだまだ人数も少なく心もとないですが、ゆっ

くりと頑張って行きたいと思っております。(略)｣

　８月18日のたけのこでは、目黒区の地域包括支

援センターとの懇談会を行います。民間の活動を

センターにしっかりリンクさせて、地域の高齢者

を支援するネットワークを作っていくことが求め

られていると思います。

ミニデイ・サロン連絡会

　６月20日(水)、社会福祉協議会研修室で「平成

18年度第２回ミニデイ・サロン連絡会」が開かれ

ました。松尾うた子さんと村上歌子さんが出席し

ました。

　10月28日(土)に中目黒GTホールで開催する「第

３回目黒区地域福祉の集い(仮称)」について、各

ミニデイサークルから寄せられたアンケートの集

計結果が報告されました。この催しは社協が総合

庁舎に移転する前には２年続けて行われ、たけの

こもバザーで稼いでいました。今年は中目黒GTプ

ラザビルの協力で、GTホールと前面の屋外スペー

スを使っての催しとなるそうです。

　「18年版ミニデイ・サロンのご案内」パンフの

校正原稿が渡されました。ほかに、連絡会副代表

の齋藤さんを目黒区地域福祉審議会委員に推挙す

るなどの連絡がありました。

　次回開催日は８月18日(金)14時です。

たけのこ広場



　 
　 介護・福祉関連情報

■目黒区社会福祉事業団評議会

　５月29日。平成18年度の予算計画、事業計画、

就業規則の改正などについて話し合いました。

 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団は平成２年

に事業開始。区立の福祉施設の運営を行ってきま

した。評議員会は理事長に直結する組織で、区会

議員、町会連合会、住区住民会議、老人クラブ連

合会、施設利用者の家族、民生委員、医師会、歯

科医師会、女性団体連絡会、障害者団体、区の職

員労組などのメンバー21人で構成されています

(現在欠員２名)。

■目黒区地域包括ケアに係る推進委員会

　介護保険の改正で４月から「地域包括支援セン

ター」という組織が誕生しました。また地域密着

型の介護サービスも新設されました。「目黒区地

域包括ケアに係る推進委員会」はこうした状況を

ふまえ、地域包括ケアを総合的に推進していくた

めに設置されました。その役割は、①地域包括支

援センターが公正、中立、適正に運営され、②地

域密着型サービスで地域ケアが効果的に推進され

るよう―協議することです。

 メンバーは小林良二東洋大教授を委員長に、医

師会、歯科医師会、薬剤師会、ケアマネ連絡会、

事業者連絡会、民生委員、社協などの人たち。竹

内弘道さんが利用者家族の立場で加わっています。

　５月30日に事前勉強会を行い、６月12日に第１

回の協議会を開催しました。

■目黒区地域福祉審議会委員を退任

　竹内弘道さんが目黒区地域福祉審議会委員を任

期満了により退任しました。

■10月に熱海で在宅介護セミナー開催

　寝たきりや認知症の高齢者を在宅で介護してい

る家族が対象。毎年開かれていますが今年は熱海

のホテルが会場です。１泊２日で参加費は2,000

円プラス昼食代。10月６日(金)午後１時区役所発、

帰着は７日の午後５時。往復ともバス。申込締切

は８月15日。高齢福祉課在宅事業係。5722-9839

2006年６月２日　香港園

□ミニデイサービス＆家族会

　第１・第３金曜日　９時半～12時

　中目黒スクエア  ℡ 3719-0694

□年会費　3,000円(家族単位)

□連絡先

　たけのこ(幹事・竹内弘道)　℡ 3719-5527

　目黒保健センター　℡ 5722-9504

　東部保健福祉サービス事務所　℡ 5722-9702

　目黒区社会福祉協議会　℡ 3714-2534

目黒認知症高齢者と家族の会

たけのこ


