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満腹で眠そうな笠原さんを囲んで

６月４日
香港園で食事会

に完調時の食事量とはいきませんでしたが、「残
すのが大嫌い」な岸田さん、コース終盤のチャー
ハンもしっかりといただいていました。

今年の食事会は30人を超す参加者で、大いに盛
り上がりました。
笠原秀夫さんは入所先の東山ホームからダンデ
ィーな“赤シャツ”姿で参加。92歳とは思えない
旺盛な食欲で、久しぶりの本格中華に大満足の様
子。大学で教鞭を執っていた笠原さん、「教授」
と声をかけられにこやかに記念撮影の輪に入って
いました。
体調を崩し、このところ欠席が続いていた岸田
シエさんも元気な姿を見せてくれました。さすが
しっかりいただきました

album

ミニデイのアルバム

ミニデイのアルバム

松尾うた子さんから
絵本の寄贈（４月16日）

album

おいしい顔、しあわせの顔（６月４日）

寄贈を受けたのは『祐天さま』
『石童丸』『ほうねんさま』の３
冊。いずれも祐天寺ゆかりの浄土
宗教育絵本で、お寺のそばで生ま
れ育ったクリスチャンの松尾さん
が子育てに使ったものとか。竹内
伊代さんが、最近『祐天さま』を
図書館で読んだ、という話から実
現したのもです。

堀口さんには懐かしいお話でしょう？

唱歌「ふるさと」を
手話ダンスで（５月７日）
今年度最初の“グループ・アミカ”の手話ダン
ス講習会。「ふるさと」はだいぶ踊れるようにな
りました？？この調子だと、♪世界はひとつ････
など、今年はもっとレパートリーが増えそうです。

たけのこボランティア
―村上歌子―

グループ・アミカのみなさん

いろはかるたのぬり絵（５月21日）

｢うさぎ追いし…｣のパートを練習中。今里さんはカメラ目線

月２回の金曜日の午前中、「たけのこ」
のボランティアをしています。
仕事をやめてしばらくは、家でぼーっと
していました。そのうちに心も身体も回復
し、なにかボランティアでも始めようと、
友人の保健師さんのところに相談に行きま
した。その時、ぜひにと紹介されたのが、
この「たけのこ」でした。途中、主人の母
の介護、またわたしの母の介護と、休む期
間もずいぶんありましたが、なんとか今日
まで続いています。
痴ほうというとなにか特殊な病気のよう
に思われますが、そばにその人を良く理解
される方がいれば、ほぼ普通の生活ができ
ると思います。この「たけのこ」での体験
はわたしの両親の介護にとても参考になり
ました。なにか奇異に思える行動にも、必
ず意味があるということ。言葉でうまく表

現できないだけです。家族以外の、わたし
たちボランティアがそれを理解することは
なかなか難しいことも多いのですが、理解
したいという心があれば思いは通じます。
失敗することもありましたが、ご家族の寛
大さに助けられてきました。ボランティア
というと、受ける立場と与える立場と、一
方通行のように思われますが、ずいぶんい
ろいろなことをわたしたちボランティアの
ほうが与えていただいたように思います。
昔のお話をお聞きできたり、昔の歌を歌っ
たりと本当に楽しい金曜日です。

食事会で、竹内伊代さんと
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わたしの介護ノート

青木篤三

青木トクさん(妻・要介護５)のプロフィール
□昭和10年 千葉県四街道生まれ
昭和31年 大学卒業
昭和34年 結婚。二男一女を設ける
□同居家族 夫・次男
□好きなもの
洋裁・編物など手先の仕事
歌（青い山脈・水色のハンカチ・野ばらなど）
療養歴:
平成８年
10年

わたしの介護ノート

う
あおき とくぞ

痴ほうの兆候に気付く
アルツハイマー病と診断
胸水の異常発見

診療機関:
・Ｓ会中央病院心療科／内科
服用薬:
・心療科
アリセプト(神経)／セレネース(精神)／カノン
(ぼけ防止)
・内科で
アルダクトン(むくみ)／ビソルボン細粒(痰出や
すく)／テオドールドライシロップ20％(咳止め)
アルサルミン液(胃・十二指腸潰瘍・胃炎)

病院を受診しましたが結果は同じで、「そのうち
徘徊が始まる」と言われました。

アルツハイマーと診断
「これから帰ります」。外出が始まりました。
医師からは「一緒に近所をひとまわりしなさい。
決してダメ！とか、ここが自分の家だなどと否定
しないように」とアドバイスされました。優しく
応対し、なるべく一緒に居てあげなさいと。
平成10年春。ＣＴ（コンピューター断層撮影）
とＭＲＩ（磁気共鳴画像）の結果、"アルツハイ
マー型痴ほう"と診断されました。痴ほうを治す
薬はない、いらいらさせないよう注意しなさいと
言われ、少人数のグループ活動に参加させたらい
い、デイホームなどがいいですよと言われました。

痴ほう家族会・すみれ
痴ほうの兆候
平成８年夏頃、買い物の帰りに「自転車のカギ
の開け方が分からない」と言い出しました。また
わたしの勤務先に「孫が裸足で来てトイレに入っ
ている」と電話。急いで帰宅すると、「まだ出て
こない」と困っています。「誰も居ないよ」と言
うと「おかしいな」と考えこんでしまいます。ど
うやら孫の運動会の写真を見ていてそう思い込ん
でしまったようです。実家に帰っても庭でぼーっ
としていることが多くなりました。
Ｓ会中央病院(港区)の精神神経科（現心療科）
を受診。品物テストや数字テストをしましたが、
すべて基準数値より下でした。何軒かの精神神経

高齢福祉課に相談に行きましたが、規定の年齢
(65歳)に達していないので介護サービスは受けら
れないと言われました。そのことを医師に話すと
「特別養護老人ホームの入所申し込みだけでもし
ておいたらどうか、入所に３～４年順番待ちだか
ら」と言われました。しかし、当時の制度では特
養の申し込みはできず、東部保健福祉サービス事
務所に「入所希望」の登録だけしました。
医師からは「いずれ下の世話が始まる。近所に
も痴ほうの事実を知らせて徘徊の協力をお願いし
たほうがいい」とも言われました。
区報で知り、目黒保健センターの痴ほう相談に
行きましたが、やはりアルツハイマーと診断され、
同センター主催の痴ほう家族会・すみれへの参加
を勧められました。手探り介護で不安が募ってい
たところなので「これで明るい見通しが立った」
と思いました。多くの痴ほうの人や家族、在宅介
護の情報に接し「妻はまだまだこれからだ」と思
うようになりました。それから毎日の様子を観察
し日誌をつけることにしました。

徘徊の日々
ついに徘徊で驚かされる日がやってきました。
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４月、林試の森公園で

一月の雪の朝９時頃。居なくなったことに気付き
ました。近所を探し、実家にも連絡しましたが来
ていないとのこと。目黒保健センターに相談した
ところ「捜索願いを出しなさい」とのこと。結局、
見つからないまま翌朝９時、神田警察から連絡が
ありました。横浜・戸塚のデパートにいたという
のです。ネックレスに住所・電話・名前があった
ので連絡が取れた、と言われました。
東部保健福祉サ―ビス事務所からホームヘルパ
ーを勧められたので、２時間の散歩介護を週３日
頼むことにしました。その結果、徘徊も次第にな
くなっていきました。

介護保険でデイサービス

らくらくゴックンで食事中

することになりました。歯科で“らくらくゴック

すみれ会の仲間で平成10年春に自主グループた
けのこを起ち上げ、ミニデイサービスを始めまし
たが、妻は次第に歩行が困難になり、会話も片言
になっていきました。
平成12年に介護保険制度がスタート。妻も週３
回のデイホームに通うことになりました。嫌がら
ずに毎日出かけてくれるので安心しました。
平成13年春、食事での口開けが悪くなりました。
入れ歯にも問題があり食べようとしません。近所
の歯医者に行っても口を開けません。47㎏あった
体重がみるみる39㎏に落ちてしまいました。デイ
ホームの家族懇談会で「Ｓ大学歯科病院は痴ほう
でも受け入れてくれる」との情報を得て早速出か
けました。麻酔をしたので入れ歯は外せたのです
が、今度ははめることができない。歯がなくなっ
たので食事はすべておかゆ。おかずもトロトロに

ン(ミキサー食を楽に摂らせる器具)”を貸してく
れたので、食事も順調に進むようになり、体重も
少しずつ戻っていきました。以後、定期的に歯科
で口の消毒をするようになりました。

いつまでも妻と一緒にがんばる
妻は声も出なくなり、膝が曲がってしまったた
め立つこともできません。家のなかでも車いすで
す。発病から８年目。もう自分では、考える・選
ぶ・着る・脱ぐ・食べることなどできません。排
泄は時間を決めてわたしが見ていますが、１回１
時間近くかかります。幸い、デイサービスの時間
は休めますし、ショートステイも利用して毎日を
がんばっています。アルツハイマーは不治の病だ
そうです。でも、たけのこのみなさんと情報交換
して、痴ほうが治る日が来ることを祈って、妻と

一週間の過ごし方

家での生活
深夜・早朝

起床 6:30
朝食 7:30

午前
８～12時

昼食 12:30

午後
12～18時

夕食 17:30

夜間
18～22時

就寝 19:00

月

火

木

水

金

土

日

通所介護

痴ほう対応デイホーム
入浴（週１回）

訪問介護

訪問介護

訪問介護

深夜・早朝
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たけのこ広場
◆トピックス

たけのこ広場

グループホームの実現に一歩前進

グループホーム・ゼロ区だった目黒に、ようや
く２軒のグループホームが開設される運びになり
ました。ひとつは社会福祉法人愛隣会が、特養・
駒場苑敷地内の旧診療所跡を改修し設置するもの
で、17年３月あるいは４月にオープン予定。
もう１軒は旧中根西ふれあいの家跡（区有地）
を改修するもので、先月、（株）ウイズネットが
運営事業者に決定しました。今後、近隣住民への
説明会を重ね、来年度早々にもオープンさせたい
としています。駒場、中根とも定員９人・１ユニ
ットの規模です。目黒区のグループホーム整備事
業について、介護保険課の安楽課長に聞きました。

中根の区有施設を増改築
目黒区は平成19年度迄に、区内に12ユニット
(定員５～９人)のグループホームを整備する計画
です。補助金制度を設け運営事業者の参入を促進
する一方、区有地や区施設の活用(用途変更によ
る転用など)も視野に、痴ほう性高齢者が住み慣
れた地域で安心して暮らしつづけることのできる、
質の高いグループホームを整備する計画です。
区が主体的に関わる第１号として進行中なのが、
「旧中根西ふれあいの家」跡(１階部分、現状約
204㎡)を増改築する物件で、２階には学童保育施
設があります。改修にあたっては区が躯体部分を
受け持ち、内装工事はすべて事業者のウイズネッ
トが行います。完成後は学童保育と共存のユニー
クなグループホームになります。現在、地域住民
に対する説明会や既存グループホームの見学会な
どを行っており、できれば今年度中、遅くとも来
年度早々にはオープンさせたいとしています。
グループホームの入居費用は東京都の平均で月
172,900円です。安楽課長は、中根のケースでは

痴ほう性高齢者グループホーム
(痴ほう対応型共同生活介護)
痴ほう性高齢者が専門スタッフの支援を受け、少人数で共同
生活する住居。リビング、ダイニング、キッチンなど共同スペ
ースを中心に、広さ四畳半以上の個室が配置される。１住居単
位（定員５人～９人）を“ユニット”という。在宅介護と施設
介護の中間に位置付けられている、介護保険制度の目玉ともい
える高齢者の住居形態。
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できるだけ低所得者の方も入居できるよう、事業
者に要請すると言っています。
□
□
□
国の重点施策として整備が促進されたグループ
ホームは、全国の設置目標3200に対しすでに5000
が建設されるなど一部では乱立状態です。たけの
こでもこの１年、見学を重ねてきましたが「とも
に暮らす」というグループホームの理念とはほど
遠い、クオリティの低いものが少なくありません
でした。｢キッチンがない｣「シンクの位置が高す
ぎる｣「車いすは入居拒否｣「風呂場が２階にある
(リフトはない)｣｢最新鋭の電気製品で老人には使
えない｣｢ダイアルロック錠で自由に外出できない｣
などなど･･･。
一方、バザーなどで地域との交流を重ねた結果、
町内のお年寄りが頻繁に訪ねてくるようになった
といったよい話も数多くあります。買い物をきっ
かけに、商店街の人たちが最初に「痴ほう」に対
する考えを改めたといった話も聞きました。
現状では、多くのグループホームが要介護２程
度までの軽度の痴ほうを入居の条件にしています。
症状が重くなったら特養などへの転所を促されま
す。痴ほうの症状は通常２～３年で次のステージ
に進行するもので、「転所」は痴ほう介護で最も
避けなければならない“リロケーション・ダメー
ジ”を助長することになります。最近は厚労省も
「グループホームでのターミナルケア」を重要な
テーマと位置付けています。看取りまでを考えた、
痴ほう性高齢者にとって終の棲家となりうるよう
な質の高いグループホームが運営されるよう、行
政と情報交換して見守っていきたいものです。
(文責 竹内)

□入居生活費月額
東京都平均172,900円
(内訳)介護保険自己負担［約26,000(要介護１)～28,000円
(要介護５)］／家賃／食材費／光熱費／理美容代／
おむつ代など
□職員の配置
職員数
ユニット当たり
管理者
ケアマネジャー
利用者数
昼間 夜間･深夜 （兼務可） （兼務可）
５～６人 ２人以上
１人
１人以上
１人
７～９人 ３人以上
※特養の場合、夜間･深夜は利用者25人に対し職員１人の配置

■おばばの思い出

100歳になって
―土屋宇多子―

― いつもいつも、笑い合っていた友
― お使いの行き帰りに「ちょっと｣、｢ひと休
み｣と寄っていた友
―「お医者さまへ来たけど、休ませて」と寄っ
ていた友
―「そこまで来たから」とぬれ縁に座り、お花
を見ていた友
―「オヤツを作ったから、一緒に食べよう」と、
昔話に花を咲かせていた友
この友人たちが次々に見えなくなった時が、母の
“ウツ”に入るきっかけとなりました。
保健所の介護者の集いに参加しはじめて、デイ
サービス“すみれ会”(痴ほう高齢者の集い)を知
りました。また、デイサービスを受けるのに必要
とのことから、初めて健康診断を受けました。
車いすの便利さを喜び、デイサービスを週１回
利用するようにしました。町会で顔なじみの方と
バスに乗り、一日を楽しく過ごしてこれるように
なりました。この方々のおかげで、割と早くにウ
ツから抜け出ることができました。一言でも話し
合え笑い合えることが、介護している者にとって
どんなに「精神安定剤」になるかを教えてくれま
した。お互いに笑顔でいることがどんなに大切か、
どんなにむずかしいか。そして人との交流がいか
に大切であるかを知りました。
□
２月８日、土屋初子さんは107歳の天寿をまっ
とうされ旅立ちました。慎んでご冥福をお祈りし
ます。

■教え子たちのクラス会
―能勢益代―
夫は中学校の教師でした。先日、最も古い卒業
生から久しぶりにクラス会の案内が届きました。
病を得てからはどんな会合の返事も「都合により
欠席」としていたのですが、この会はわたしも馴
染みがあることから幹事さんに手紙を書きました。
その一部をお目にかけて夫の近況に代えます。
□
Ｋ様
夫は数年前から記銘力が低下しはじめ、専門医に受
診「前頭側頭葉変性症」と診断されました。アルツハ
イマーとは異なり「前のことをよく覚えている」とい
うこともありません。本来ならばどんなにか喜んで出
席したことと思いますのに残念です。
現在“要介護５”と認定され、月曜日から土曜日ま
で週６日(一日６時間)、近くの特養に併設された痴ほ
う専門のデイホームを利用しております。人格の変化
もなく、それなりに元気に過ごしておりますし、なに
よりも夫の笑顔にわたしがいやされています！
本人の意思を確認できずに病状をお知らせすること
は僭越なのかもしれません。しかし、思い出深いクラ
ス会に素気なく「欠席」ではさびしい気がいたしまし
た。
記銘力がなくなるということは、ともすると恥と思
ってしまいます。でもこれは防ぎようのない病気です。
昔、新卒で、至らないながらもみなさんとともに過ご
したあの頃の実績(女房バカかもしれません)が消える
わけではありません。
痴ほうといってもいろいろですが、偏見を持たず、
病気としてのご理解をいただけたらと思います。今年
は10月に京都でアルツハイマー国際会議も開催されま
す。どうぞ痴ほうに対して哀れみをかけずに、あたた
かい目で見てください。わたしどもの暮らしも、健常
だった頃では見落としてしまう小さな幸せを見つけた
りして、それなりの豊かさがあります。

□
この後、ショート利用中に発熱、てんやわんや
があったりして･･･。これが生活なんですね !!
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４－６月 たけのこの活動から
▽社会福祉協議会補助金交付会
ミニデイ活動に対する社協の新年度補助の枠組
みが決定。ミニデイを主宰する18団体が参加し、
社協４階会議室で補助金交付会、続いてミニデイ
交流会が行われました。たけのこからは松尾うた
子さんが出席しました。(５月12日)
▽老人施設事業者がたけのこを見学
(株)サンミハレ・河野博代表ほか３人が、たけ
のこのミニデイと家族会を見学しました。同社は
世田谷・玉川地区に特養とグループホームを運営
しており、新たに公団住宅の建て替え用地に有料
老人ホーム「玉川シルバー計画」を開設するとい
うことです。(５月21日)
▽新会員

上目黒のＳ・Ｔさん

Ｓ・Ｔさんご夫妻が目黒保健センターからの紹
介で来所、会員登録しました。Ｓ・Ｔさんは大正
９年生まれの78歳、長く会社経営をされていたそ
うです。(６月18日)

い名称を決定するとしています。現在「認知症」
「ボケ」「記憶脱落症」「記憶機能障害」「老人
性記憶症」といった案が出ているそうです。(日
経新聞、ＤＣネットほか)

７－９月の主な予定
▽拡大ミニデイ＋介護相談会「たけのこ広場」
７月25日(日)12時30分／中目黒GTプラザホール
・個別相談・家族交流会・ミニデイ
▽手話ダンス
９月３日(金)定例会／中目黒スクエア
▽誕生日
７月10日
９月１日
13日

太田銀子さん
竹内伊代さん
岡 元矩さん

20日
28日

関屋春枝さん
Ｋ・Ｓさん

介護情報クリップ
▽リポート「2015年の高齢者介護」
厚労省老健局長の私的研究機関「高齢者介護研
究会(座長・堀田力)」は、昨年６月にまとめた報
告書で、団塊の世代が高齢者となる10年後の高齢
者介護のあり方を提言しています。痴ほうケアの
充実を強く求め、「施設か、在宅か」という二つ
の選択肢しかない現状を改め、グループホームな
どの充実や個室・ユニットケア型特養の普及、デ
イやショートなど複数のサービスを24時間提供で
きる「小規模多機能サービス拠点」の整備などを
求めています。これを受けて厚労省内には「調査
研究委員会」が設置され、小規模多機能ケア班な
どのワーキンググループが活発に調査研究を行っ
ています。(宅老所・グループホーム全国ネット
ニュースほか)
▽「痴呆」に新名称
４月に高齢者痴呆介護研究・研修センター(Ｄ
Ｃセンター)の３センター長から、厚生労働大臣
に対し、「痴呆」の呼称の見直しに関する検討の
申し入れがありました。これを受けて厚労省痴呆
対策推進室は６月に検討会を設置。11月には新し

目黒痴呆性高齢者と家族の会

たけのこ
□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(代表・青木篤三)
℡ 3716-7502
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

