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たけのこ広場

　“ケアラー”という言葉を耳にすることが多くなりま

した。これは「無償で、家族・親族・友人・知人などを、

ケアする人」のことで、「老人の介護」「病人の看護」

「こどもの療育」など、領域は多岐に渡ります。たけの

こはこの“ケアラー”の集まりというわけです。日本で

はケアラーの70％強が女性。60％は要介護者と同居して

います。

　ケアラーの環境は厳しさを増しています。老老介護、

シングル介護、遠距離介護などに加え、この数年は「嫁

介護者の激減」「男性介護者の急増」などの変化が見ら

れます。介護のために離職した人の数は2007年で14万４

千人に達しています。しかし、ケアラーに対する支援策

は皆無。虐待や介護殺人が紙面をにぎわしています。こ

うした状況を背景に「ケアラーをケアする」という動き

が始まったのです。ケアラー連盟が結成され、介護者を

支援する法律の実現に動き始めました。

　西欧諸国では「介護者支援法」を制定して、“介護手

当て”“介護休暇”などの支援策を実施しています。各

地に“ケアラー支援センター”を設け、家族会と連携し

て支援事業を進めています。支援スタッフの多くがケア

ラーOB・OGです。

　たけのこの活動の柱は［ミニデイ］と［介護者交流］

です。ここに［グリーフケア(悲しみの回復)］という柱

が確実に加わったように思います。看取りを終えた人の

心のケアが、たけのこの中で自然に行われていると感じ

ます。互いの介護の歴史を知っていればこそできること

です。介護卒業生も「ケアラーをケアする」ことで、自

身の心の空白を埋めていくことができるのでしょう。

ケアラー
家族など、無償の介護者
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「はてなミュージアム」に多数の出展

　メイン会場の体育館「はてなミュージアム」には、

“介護者ひろば”を中心に介護や医療に従事する団体、

企業のブース約50が展開。“介護者の声掲示板”には

＜心に響いた言葉や出来事＞＜心が痛んだ言葉や出来

事＞が介護者直筆で掲示され、書き込みスペースに来

場者が意見を書く姿が見られました。出展ブースを巡

る“はてなミュージアムツアー”も行われ、各地家族

会のメンバーがガイド役にあたりました。来場者から

は「介護サービスや施設のことがよくわかった」と好

評でした。

　たけのこは“介護者ひろば”に隣接した“メディ・

ケアCafe”の運営にあたりました。医療、看護、介護、

家族と異なる立場の人たちが平場で意見を言い合うフ

リートークのコーナーです。午前・午後３回にわたり

「認知症の人の入院」「在宅での看取り」などの問題

を語り合いました。

「介護の学び舎」で各種フォーラム

　体育館に隣接する教室群「介護の学び舎」では、元

日本テレビアナウンサー・石川牧子さんの［基調講

演］のほか、［介護保険セミナー］［介護のある暮ら

しセミナー］［地域のコミュニティ・フォーラム］な

どが行われました。フォーラムのひとつ“宅老所・地

域ケアサミット”には竹内弘道さんがパネラーとして

参加しました。

　［ケアする人のひろば］［認知症のひろば］［介護

を学ぶ学生のひろば］など交流・懇談のスペースでは

活発な意見交換が行われました。

巨大な井戸端会議

　「介護なんでも文化祭」の特徴は製品やサービスの

説明、また識者の話を来場者が受身で聞くのではなく、

市民目線で意見を述べ、消費者情報として発信すると

いうところにあります。会場全体が「巨大な井戸端会

議場」の趣きです。マスコミ各社もこうした点に注目。

来場者と主催者・出展者が互いに情報発信する、今ま

でになかったタイプの介護イベントだとしていました。

　介護なんでも文化祭には35の家族会と６つの介護支

援組織が参加、厚労省・東京都・千代田区・東京都社

協などが後援に名を連ねました。次の開催は平成23年

10月の予定です。

　10月17日、上智四谷キャンパスで「第６回 介

護なんでも文化祭」が開催されました。　

　800人を超す人が訪れ、夕方のＮＨＫニュース

やインターネットニュースでも取り上げられる

など、“秋の介護者手づくりイベント”として

定着したことを感じました。

出展者と来場者が
互いに情報発信

リポート 「第6回 介護なんでも文化祭」

  　　　 入院　医療と介護のはざ間で

　入院すると介護保険の諸サービスは受けられ

ません。この時点でケアマネとも切れてしまい

ます。「患者の生活情報を提供すれば加算が付

く(売り上げになる)」ものの実行していないケ

アマネが多く、理由は「ケアマネ情報は医療機

関で重視されていないと感じる」から。小澤医

師によれば「病院は患者の生活はみないとこ

ろ」なのだそうです。「(長期入院は病院の収

入減になることからも)1ヶ月したら転院先を探

したほうがいい」(作業療法士)という発言は重

みがありました。“リロケーションダメージ”

の面からも認知症の人は「治療が済んだら早く

退院する」(家族会)のがいいということなので

しょう。

  　　　　　　 終末期と胃ろう

　胃ろうに関する発言が目立ちました。「本人

をずっとベッドに縛りつけてしまったのではな

いか」「医師は胃ろうを安易に勧めているので

はないか」「西欧では認知症の人には胃ろうは

作らないと聞く」等々････。

　小澤医師によれば「飲み込みが悪くなってき

たとき」の対応は３つ。①食事を工夫して口か

ら摂取。②経管栄養(鼻から、または胃ろう)。

③点滴。胃ろうは鼻から栄養を送り込むより負

担が少なく、一定の延命効果はあるものの「痰

がからみやすくなる」という問題点があります。

痰の原因は栄養と水分の取りすぎなのだそうで

す。「適切な食事量を把握し、量を徐々に減ら

していけば痰のからみは改善される」と小澤医

師は言います。しかし、栄養量を減らしていけ

ば、当然、早晩お迎えが来るのです。「食事が

徐々に減り」「眠る時間が徐々に増え」「動く

距離が徐々に短くなる」、これが終末期の自然

経過です。その経過に沿って、家族・介護職・

医療者が連携して静かにお別れする。地域の中

でそうした「お別れの文化」をつくっていくこ

とが今後の重要なテーマになるというのが、こ

のフリートークの到達点でした。“地域包括ケ

ア”の目指す姿です。

文化祭ピンポイント

“メディ・ケアcafé”で語り合ったこと
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“メディ・ケアcafé”では在宅医療専門の小澤竹俊医師と家族会メンバーを
中心に、看護・介護・福祉などの専門家そして一般市民が、「在宅で看取
るとはどういうことか」についてディスカッションしました。いくつかのポイ
ントをまとめます。
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　目黒区社会福祉協議会主催の恒例の秋の福祉イ

ベントです。バザー、模擬店、体験コーナー、イ

ベントステージなどが中目黒ＧＴプラザの広場や

ホールに展開、多くの来場者でにぎわいました。

　たけのこはバザーコーナーに出展し、35,360円

を売り上げました。お手伝いくださったみなさん、

ご苦労さまでした。

　09年９月、合同民生・児童委員協議会総会で認

知症サポーター養成講座を行いました。そこでた

けのこの活動を話したのを機に、認知症のことを

もっと知りたいという要望が高まり、今回の懇談

会になりました。約30人の民生・児童委員が出席

しました。

　竹内弘道さんが「認知症とはどういう病気か」

「たけのこのの活動と目黒区の支援態勢」など、

事例を交えて１時間話し、その後フリートークを

行いました。「目黒区かかりつけ医・認知症サポ

ート医名簿」などの情報も提供し、今後の患者家

族・医療介護関係者・行政などと民生委員との連

携の方法などを議論しました。

トピックス
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　介護者の支援活動をする宮城、埼玉、東京、静

岡、長野、兵庫の11団体が東京都ゆめゆめ基金の

旅費助成を得て新宿に集結、公開の情報交換会を

開きました。ギャラリー(聴衆)も含め約40人が参

集。共同通信、ＮＨＫ、キャリアブレインなどが熱

心に取材していました。竹内弘道さんとアラジン

の牧野史子さんの司会で意見交換を進め、後半は

ギャラリーも参加したフリートークとなりました。

全国介護者支援ネット 第１回情報交換会
11月20日　新宿・東京在宅サービス研修室

第７回 めぐろ地域福祉のつどい
10月23日　中目黒ＧＴプラザ

民生・児童委員懇談会
10月27日　総合庁舎地下第15会議室

日本ではやっと「家族介護者の実態調査」が始ま

ったばかりです。

　後半のパネルディスカッションでは前日の支援

ネット情報交換会に出席したメンバーほかの活動

が議論の中心になりました。厚労省老健局のスタ

ッフも参加、介護者を孤立化させないための社会

的、法的支援策の策定を官民一体で目指したいと

締めくくりました。

　目黒区主催の一般区民と区職員向けの大型講座

です。北部包括支援センターの田中美紀子さんが

メイン講師。竹内弘道さんが家族会の活動から見

えてくることを話しました。

　区の財政が厳しさを増しています。21年度の歳

入は前年に比べ100億円の減少だそうです。緊急

財政対策本部は第１弾として36事業の見直しを発

表しました。わたしたちに関係するものだけをピ

ックアップします。

・「箱根保養所」の23年度末の廃止

・「区立第４特養」(平成25年に都立大跡地に新

　　設予定)の２年延期

・「区立中目黒特養」大改修の２年延期(上記特

　　養整備計画と連動)

・「認知症グループホーム等」整備事業の50％縮

　　小

　介護保険制度の大型改定の時期が迫っています。

さまざまな議論があり、賛否が乱れ飛び、一向に

まとまりません。保険財政の健全化、医療と介護

の連携、地域包括ケアの促進、介護人材の確保な

どが法改正のポイントです。議論になっている具

体的な項目をいくつかまとめます。

○高所得者の利用料負担の引き上げ

○軽度の人の自己負担の引き上げ

○軽度の人が使えるサービスの圧縮

○ケアプラン作成の利用者負担の導入

○24時間対応訪問介護の導入

○お泊りデイサービスの導入

○４人部屋の室料負担の導入

　いずれも実現の見通しは立っていません。

介護保険を利用しない「だれもが集える」場所づ

くりをしている、西宮市の［つどい場さくらちゃ

ん］。お寺など地域生活に密着した場所を巡って

活動する、仙台市の［ネットワークみやぎ］など、

ユニークな団体・リーダーたちの話し合いからは、

「活動場所や資金の確保」「行政との連携」「介

護者自身の啓発」「支援者の養成」などが急務と

の意見が出ました。

　ケアラー(家族など無償の介護者)連盟主催。介

護家族の経済的・精神的負担とその救済方法を官

民一体で考えようというフォーラムです。

　前半は「ヨーロッパのケアラー支援策」「全国

調査から見える日本のケアラーの実情」「介護殺

人と介護家族の実態」などが報告され、後半はパ

ネルディスカッションが行われました。

　イギリスでは2004年に「介護者支援法」が成立

し、ケアラー向けのさまざまな事業が行われてい

ます。全国144カ所に「介護者相談センター(ケア

ラーズセンター)」を設け、“介護者支援ワーカ

ー”がアドバイスやカウンセリングにあたってい

ます。彼らの多くは介護ＯＢだそうです。

イギリスの主な介護者支援事業

○要介護者の見守りサービス

　行政負担。介護者に日々の休息を

○ショートステイ

　行政負担による泊まりの保証。最長28日間

○個人宅でのデイサービス

　主宰者がクルマで要介護者をピックアップ

○介護者一時金

　年間最高300ポンド

○各種カウンセリング、リフレッシュ事業

　フィンランドでも2005年に「親族介護支援法」

が成立し、無償の家族介護者に対する①介護報酬

の支払い、②介護休暇の保証(要介護者はケア付

き住宅でショートステイ)、③その他(相談、指導

など)―が行われています。
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目黒区の福祉事業の見直し
12月５日付区報

認知症サポーター養成講座
12月４日　総合庁舎２階大会議室

2010年 ケアラー(介護者)支援フォーラム
11月21日　新宿住友ビル47階

介護保険制度改正のポイント



目黒認知症家族会  たけのこ

□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 10時～12時
　　中目黒スクエア 3719-0694
　・ミニデイ参加費
　　会員無料、ビジター１回300円
　　※見学・下見はご自由に。無料です。
□年会費
　・一般会員 3,000円(家族単位)
　・協力会員 1,000円
□連絡先
　・たけのこ（世話人・竹内弘道）3719-5527
　・目黒区保健予防課 5722-9503
　・目黒区地域ケア推進課 5722-9385
　・目黒区社会福祉協議会 3714-2534

たけのこホームページURL
http://takenoko.kazekusa.jp/

e-mail　
　 takenoko＠kazekusa.jp

人人 ひと・往来

10－12月の活動から

検索たけのこＨＰ

た。1900円が会に謝礼として支払われます。

［見学］

■認知症ステップアップ講座受講生

　10月１日 。受講生２人が見学に来ました。

■碑文谷のＫさん

　10月15日。両親の相談です。小林保健師が同伴して

くれました。

■パレス編集センターの横田一さん

　11月19日。毎日新聞グループの編集プロダクション

の編集委員。介護なんでも文化祭でたけのこの活動に

興味を引かれたとのことです。

■中目黒のＳさん

　12月17日。はぎ介護センターのケアマネジャー小林

一男さんと一緒に、同居の91歳・母の相談で来所しま

した。

［調査・取材］

■早稲田大学院の横瀬利枝子さん

　10月１日。人間総合研究センターの客員研究員｡介

護者の研究調査を続けています。

■日経リサーチの金田清彦さん

　12月３日。駒沢大学との共同研究「認知症家族者の

交流に関する活動」のヒアリングに来ました。

［逝去］

■永澤瀧雄さん

　10月25日、世田谷区の病院で亡くなりました。86歳

でした。７月に体調を崩し、三宿病院に緊急入院。９

月に転院し、療養を始めたばかりでした。

◎スケジュールの変更
■４月の例会

　４月の第３金曜日は会場が使えないため、第４金曜

日の22日に変更になります。

■手話ダンス

　10月１日。グループ・アミカの手話ダンスを楽しみ

ました。

■送迎をテスト導入

　10月から、宮下三千男さんの協力で送迎サービスを

テスト的に始めました。当面３家族が利用します。

■中目黒公園で音楽活動

　10月15日。格好の外出日和。お茶の時間もそこそこ

に公園へ出かけました。

■学習会「抑制・拘束への対策」

　11月19日。介護施設や病院での行動抑制・身体拘束

の実態と対策について勉強しました。介護施設では、

高齢者虐待防止法により身体拘束は原則禁止です。し

かし、いまだにきちんとした説明もなく行われている

実態があります。家族としてそうした状況にどう対処

するか、具体的な事例に基づき話し合いました。

■埼玉福祉専門学校の卒業研究に協力

　埼玉福祉専門学校介護福祉科Ⅱ部３学年の卒業研究

調査に協力。テーマは「介護家族と介護職の間に生じ

る負担に対する意識の違い」。

■クリスマス会

　12月17日。キャトルのケーキで今年もクリスマスを

祝いました。

■認知症家族の介護負担に関する調査に協力

　認知症介護者の「経済的・時間的負担」に関する調

査。厚労省平成22年度総合福祉推進事業で順天堂大学

医学部が調査。15人が調査票(8ページ)に回答しまし


