
目 黒 認 知 症 家 族 会　　　た け の こ 会 報

4－６月号

たけのこ広場

　認知症啓発イベント「たけのこ広場」は2004年７

月にスタートしました。

　介護保険制度が始まったころから会員数の減少が続

き、当時、会員は10家族程度にまで落ち込んでいま

した。金曜日午前という時間帯では来れない人がいる

のだろうと考え、「日曜日の午後」に「足の便の良い

場所」でイベントをやろうと企画し、メニューに“個

別相談”を加えました。当日は猛暑にもかかわらず、

100人を超す人が訪れました。この日に合わせ、機

関紙も発刊しました。会報 「たけのこ広場」です。

　第４回のプログラムに“ミニフォーラム”を加えた

ところ、参加者は130人に急増。第５回からは会場

を目黒区総合庁舎に移し、150人規模のイベントに

なりました。今年の来場者は197人と史上最多を記

録。リピーターは35％に達しています。　

　この10年で、たけのこの正会員は20家族・50人

を数えるまでになりました。

　「たけのこ広場」を通じて多くの医師と親交を深め

「たけのこ広場」の10年

ることができました。区の保健師や包括支援センター

のスタッフとは「共に支える」意識が共有できてきた

と感じます。日曜日に25人もの官や公の職員が集合

するイベントを他区の人たちは皆、驚きの目で見てい

ます。

　区外の参加者が３割を超えるということも誇ってよ

いと思います。それは“介護者の交流会”の魅力があ

るからです。あの話し合いを求めて足を運ぶのです。

この交流会のスタイルは、長いたけのこの活動から皆

で築き上げてきたものです。

第１回たけのこ広場　2004 年７月 25 日
中目黒ＧＴプラザホール
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６月２日の「第10回たけのこ広場」には過去最多の197人が参集、

リピーター(複数回参加経験者)も35％を数えました。

報告 第10回たけのこ広場

認知症疾患医療センターのイメージ明確に

◇参加人数　　　　　　(　)内は前年実績

たけのこ会員・支援者　　45(26)

区職員　　　　　　　　　11(11)

包括職員　　　　　　　　10(11)

社協職員　　　　　　　　１(１)

相談・指導講師　　　　　６(３)

合計　　　　　　　　　　73(52)

一般住民　　　　　　　　65(65)

福祉専門職　　　　　　　７(14)

家族会・福祉NPO　　　　 21(19)

メディア・企業  １(５)

行政・公共団体職員　　　８(12)

その他　　　　　　　　　22(14)

合計　　　　　　　　　 124(129)

                       197(181)総計

リピーターは増加、新規は横ばい
　総参加者数は過去最多で197人。とりわけ主催者側の

「たけのこ支援者」の増加が際立っています。“めぐろサポ

ーターズクラブ（区内５地区の介護者の会など)”の人たち
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が初めてスタッフとして加わってくれたことが主因です。

　一般参加124人の35％（44人）がリピーターでした。リピ

ーターの漸増傾向が続いています。一方で、新規参加者は

横ばい。区報やマスコミなどの露出で問い合わせは多かっ

たのに・・・。当日になって躊躇する当事者家族の背中を押

す手立てを考える必要がありそうです。

参加者の広域化進む
　区外からの参加者が都内11区、首都圏５市と今年も多く、

一ツ橋大、千葉大、慈恵医大、上智社会福祉専門学校など

から学生や教師の参加がありました。

　めぐろ区報(５月５日号)、読売新聞、朝日新聞などで事前

の告知が掲載されました。開催前日の朝日朝刊に５段記事

で紹介されたため、多くの問い合わせや相談予約がありま

した。

　フォーラムの席と交流会のテーブルを前年より増やしま

した。スタッフ配置にも気を配りましたが、名札の不備など

で混乱する場面もありました。
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個別相談は14組　ミニデイの利用は10人
　個別相談の予約者は９組。当日、さらに５組の希望が

ありました。宮永和夫（ゆきぐに大和病院）、楢林洋介（楢

林神経内科クリニック）両医師に加え、フォーラム後は

新里和弘さん（松沢病院）と村上幹高さん（村上医院）

も面談に当たってくれました。また、恵比寿・楓の森メン

タルクリニックの小山恵子医師と、松沢病院認知症疾患

医療センターの今井紀子相談員も急きょ相談に加わりまし

た。会場内では応じきれず、受付外のロビーなどのスペー

スを活用しました。

　ミニデイ利用者は 10人。５人が初参加でした。

ミニフォーラム「認知症医療の地域連携」
　ゲストは都立松沢病院認知症疾患医療センター長の新

里和弘さんと目黒区医師会理事の村上幹高さん。

　昨年新設された「松沢病院認知症疾患医療センター」

は目黒・世田谷・渋谷３区の認知症医療に関するセンター

病院です。村上幹高さんは医師会を代表して、松沢との

連絡・協議にあたっています。地域のかかりつけ医と松

沢センターがどのように連携して患者と家族を支援するの

か、その具体的な方法と問題点について議論しました。

［ポイント］

〇松沢病院関係

・もの忘れ外来で“ワンストップ診断”

　診察→心理検査→画像診断が１日で済み（ワンストッ

プ）、鑑別診断までの流れがスムースに。家族だけの相

談（無料）日も新設。

・認知症専門の入院棟

　認知症の人の身体合併症や行動・心理障害に対応する、

約 80ベッドの入院施設が完備。

〇松沢との医療・介護連携関係

・松沢病院医療・介護連絡協議会の設置

　３区の医師会、行政、包括、家族会との定期協議会

を年２回程度開催。

〇認知症連携パス

　目黒区の認知症連携パスと松沢センターとの連携を進

める。

◇

　10回続けてきた成果が実感できた、今年の広場でした。

◇経費概算

項目 金額(円) 備考

通信費  12,000 　案内ちらし郵送代

雑費   2,000 　筆記具、紙代

印刷費   4,000 　ちらし等コピー代

合計  18,000 

※目黒区の専門家等派遣事業により講師・相談医
の派遣を受けました。



54

♪

ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

4月5日 4月19日♪

6月21日

♪

♪♪

5月24日



杉山バラ園

友だち村で入居者と交流

寿荘ロビーで、歓迎の大正琴演奏大正琴に合わせ歌う専用ルームで夕食
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☆５月９日（木）

10時10分　総合庁舎南玄関出発後、東名・中井パーキングエリアで休憩。

13時30分　ライフハウス友だち村で昼食。

　「友だち村」は50人が暮らす一般型有料老人ホームで、上目黒つどいの家

　のグループ施設。昼食後、施設内の温泉で足湯。入居者とも交流。

16時30分　伊豆長岡温泉「寿荘」到着。現地参加の田中夫妻と合流。

18時　専用室で夕食。食後、洋食堂で懇談。

アルバム「たけのこ伊豆旅行」

☆５月10日（金）

10時　寿荘出発後、杉山バラ園を散策。

　　　 沼津魚市場近くで干物の買い出し。

12時30分　足柄SAで昼食。

15時30分　目黒帰着。

◎決算
　参加者22人（現地参加２人）

交通費 115,000 バス＋諸経費

宿泊費 169,080 

その他  19,720 昼食代、看護料他

合計 303,800 

※一人当たり15,200円（現地参加除く）

朝食は伊豆の干物

宿の屋上で富士をバックに



認知症高齢者数　新たな推計で460万人に
厚生労働省研究班調べ

通所介護・通所リハビリ分科会
６月14日　総合庁舎２階大会議室

認知症サポーター養成講座
５月30日　(株)やさしい手本社

全国若年認知症連絡会総会
５月18・19日　日本地域福祉研究所会議室

　認知症でアルツハイマー病の次に多いのがレビー小体

病です。約20％といわれています。「リアルな幻視」「パーキ

ンソン」「薬剤過敏」「睡眠行動障害」など、多彩な症状が

現れるのが特長で、医師も判断するのがむずかしい病気で

す。

　この日のフォーラムには介護中の二人、金子節子さんと

和田則子さんが登壇し、まだ十分知られていないレビー介

護の現実を映像で紹介。その後、レビー介護家族おしゃべ

り会代表の加畑裕美子さんも加わり、レビーの介護につい

て話し合いました。

［レビーの身体からみる特長］(当日資料より)

・立ち姿は両手を少し前に置く

・すくみ足、小刻み歩行

・身体が傾く

・急に倒れることがある

・起立性低血圧も見られる

・急な意識消失あり(しばらくすると回復)

・多汗、多涎、微熱など

 ５つの介護者の会、２つのコミュニティカフェを運営して

いる人たちが毎月、情報交換をしています。この日の会議で

は、６月２日の「たけのこ広場」に初めて、スタッフとして関

わろうということになり、当日の仕事や人員配置などについ

て、たけのこから説明しました。各グループでスタッフ参加

希望者を募り、連絡会として取りまとめることになりました。

　全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会(宮永和夫

会長)の総会と全体会が、25団体・29人の参加で開かれま

した。

　24年度の事業と決算の報告、25年度の計画と予算が了

承された後、全体会では子

ども支援、移動支援、認知

症カフェほかのテーマにつ

いて話し合いが持たれまし

た。

　やさしい手の新入社員、約50人を対象に開かれた認知

症サポーター養成講座で、竹内弘道さんがたけのこの紹介

と認知症への対応について話しました。質疑応答では、介

護事業を志す若者らしい活発なやりとりがありました。や

さしい手では、昨年来、社員向けの認知症サポーター養成

講座で、たけのこの話を聞くことを続けています。

　区内で事業展開するデイサービスの職員たちの勉強会

です。テーマは「家族が求める通所介護とは」。竹内弘道さ

んが利用者家族から見たデイサービスについて、事例をも

とに話した後、グループワークを行いました。たけのこは昨

年初めてこの勉強会に招かれ、その後、交流を続けていま

す。

　厚生労働省研究班(代表・朝田隆筑波大教授)は09年～

12年度に、診断環境が整っている茨城県つくば市などで

高齢者5,400人を対象に、本人・家族への聞き取りと画像

診断データを併用した調査を行いました。認知症の把握

が正確なったことで、平均の有病率は15％に達しました。こ

の有病率を国立社会保障・人口問題研究所による高齢者

人口(12年)に当てはめて計算し、認知症高齢者の数を462

万人と推計しました。これは厚労省が昨年、要介護認定を

基に推計した300万人の1.5倍にあたります。

　疾患別ではアルツハイマー病が68％、脳血管性20％、レ

ビー小体病が４％となっています。

トピックス

レビー小体型認知症フォーラム
４月４日　めぐろパーシモン小ホール

めぐろ認知症サポーターズクラブ連絡会
５月10日　総合庁舎地階第17会議室
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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
　・家族正会員 3,000円
　・個人正会員 2,500円
　・支援会員 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

検索たけのこＨＰ
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【4－6月の活動から】
■お花見は中止

　４月５日。桜の開花が例年より２週間も早くなったため、

目黒川沿いも“葉桜状態”。お花見はあきらめ、室内での活

動になりました。

■中目黒公園

　５月24日。中目黒公園は緑があふれ、早くも初夏の趣。日

陰で音楽活動を楽しみました。

■香港園で食事会

　６月７日。約30人が集まりました。カメラ担当がカゼで欠

席となったため、写真はありません。ごめんなさい。

■たけのこ版認知症サポーター養成講座

　６月21日。たけのこ会員以外に次の７人が受講しました。

昭和女子大の番場さんと文元さん、たけのこ広場に参加し

た阿部さん、港区の柳澤さん、留学生の池(チ)さん、保健所

で研修中の東京医療保健大学の２人。

　講師は北部包括支援センター所長の田中美紀子さん。北

部包括からは勝俣・坂巻・波江野の３人も手伝いにきてく

れました。ほかに東部包括の内野さん、地域ケア推進課の

浦野さんと橋川保健師、保健予防課の松尾保健師が参加

しました。

　全国で100万人を目標にスタートした認知症サポーター。

現在では目標数を大きく上回り、約400万人がオレンジリン

グ保有者となっています。

【ひと・往来】
［見学・相談］

■洗足のＹさん

　４月５日。南部包括支援センターの白井さんと一緒に来

ました。夫(76)の介護中です。

■専修大留学生の李珠華さん

　５月 17 日。専修大学大学院で若い世代の介護者の研究

をしています。

■４月27日

　五本木の佐々木孝さんは東山認知症デイサービス・いち

ょうの家族会リーダー。区や福祉事業団を相手に「デイ廃

止」の決定を撤回させた経緯を聞かせてくれました。

　世田谷で市民活動をしている浦田さんが見学に来ました。

■５月25日

　グループホーム「上目黒つどいの家」の入居者が４人、職

員とともにコーヒーを飲みに・・・。五本木の100歳・吉岡さ

んはコミュニティカフェいよさん家のメンバー。ラミヨで活

動しているグループ間で相互乗り入れが始まっています。


