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10－12月号

たけのこ広場

　認知症の診療は「精神科」「神経内科」「心療内

科」「老年病科」といろいろで、大きな病院では「物

忘れ外来」という表示も多く見られます。でもその表

示の下に（精神科）、（神経内科）などと書かれてい

ると、むむ？？

　認知症の専門医を認定している学会は大別すると

「日本老年精神医学会」と「日本認知症学会」の２つ

があります。双方に名前のある医師もいて、肩書も精

神科、神経内科といろいろ･･･。どうもよく分かりま

せん。

　認知症の人が例えば前立腺の異常（合併症といいま

す）で入院すると、主治医は泌尿器科ということにな

ります。ほかにも疾患を持っていると、院内の複数の

専門職と市民が分かり合う場
科をまわる入院になるでしょう。しっかりした病院で

あれば、主治医が、関係する科の医師や看護師、ケー

スワーカーを招集して“カンファランス”を開き、療

養計画を進めます。退院が近くなればケアマネなど介

護職も加わり、帰宅後の計画も話し合われます。

　こうした医療・介護のシステムをわたしたちはどの

程度分かっているでしょうか。おそらく分かっていま

せんね。また、医療職や介護職は市民の「分からな

さ」や「暮らしのありよう」をどこまで理解している

でしょうか。患者や家族をよそに、専門職同士でやり

取りしていないでしょうか。

　市民の「分からなさ」と専門職の「分からなさ」を

すり合わせる。そこから始めようと思います。

医師、看護師、ヘルパー、ケアマネと介護者、一般市民が同じテーブルで
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10月６日の「第９回 介護なんでも文化祭」(上智四谷キャンパス)は1000人を超える来場者で賑わいました。

来場者1000人超は初めてのこと。“市民手づくり”の介護イベントがすっかり定着した感じです。

リポート 「第９回 介護なんでも文化祭」

上智社会福祉専門学校の創立 50 年を記念して

12号館入口「総合受付」

５階ケアラーたちのひろば  開場前の打ち合わせ

壁にはさまざまな情報が掲示され･･･

５階「ケアラーたちのひろば」に出展
　５階に「めぐろのラミヨ」というブースを構えて、目黒区内

の認知症と介護者支援の全活動を紹介しました。Ｄカフェ

プロジェクトの有志がブースの運営を手伝ってくれました。

　認知症カフェへの関心が高く、市民グループや行政、メ

ディアの人たち、また山梨県や愛知県などの人も訪れ、熱

心にＤカフェ・ラミヨの活動を質問していきました。こうし

た中から何人もが後日、ラミヨを訪れました。高齢者と子育

ての取り組みが同時に行われていることにも強い関心を持

ったようです。

冊子化された「介護者の声」
　今年も介護者自筆の「声」が約40通、５階に貼りだされ
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来場者の足を止めていました。昨年のものは冊子「介護者

の声」としてまとめられ、１部500円で販売されました。介護

職や行政の人たちを中心に多くの人が買い求めていました。

認知症と育児が同じフロアに
　４階「認知症とコラボのひろば」では、認知症の家族会

と上智保育士科の学生グループが同居。近所のグループ

ホームから訪れたお年寄りと幼児が交流するなど、ほほえ

ましい光景が見られました。ラミヨの子育てサロンのメンバ

ーもここでわらべうたを披露。お年寄りにも喜ばれたと感

激していました。

　上智の学生“フラダンス”サークルのパフォーマンスも

あったりで、このフロアは一日中、楽しい雰囲気に包まれて

いました。

第９回 市民発！「介護なんでも文化祭」

主催　介護なんでも文化祭実行委員会

　目黒たけのこ、多摩いこいの会、世田谷おしゃべり

会、認知症の人と家族の会東京、レビーおしゃべり会、

町田ネット、練馬ブーケの会、長寿安心会、市民協、

上智社専、高齢者住宅新聞、千代田社協、アラジン

共催　上智社会福祉専門学校

後援　東京都、千代田区、

　　　東京ボランティア・市民活動センター

廊下の「しゃべり場」

３階ほっとするひろば「各種セラピー」

３階フォーラムの部屋
「セラピューティックケア」

３階ほっとするひろば「ハンドケア」

各フロアに「しゃべり場」
　２階・３階の「セミナーと学びのひろば」には今年、12の

テーマがエントリー。「宮永和夫医師と語る最新の認知症

ケア」には最多の100人が集まりました。

　セミナー受講後の“議論の場”として、各フロアに10人規

模のコンパクトな「しゃべり場」が用意されました。セミナ

ーのテーマについてとことん議論することが目的です。熱

のある交流を繰り広げていました。

介護者のストレスを軽くする
　３階「ほっとするひろば」にはアロマ、アート、フラワー、

アニマルなど、いろいろなセラピーのグループが集合。介

護に疲れている人たちの心と身体をなごませる技、アロマ

マッサージやケアホールドなどを施術していました。ほか

のフロアに出かけていく“ほっとする出張チーム”もたくさ

ん組織され、すべてのフロアにアロマオイルのかぐわしい

匂いがただよっていました。

学生の企画が格段に充実
　今年は共催の上智社会福祉専門学校の創立50周年に当

たります。昨年までの介護福祉・社会福祉中心の態勢から

大きく前進し、保育や精神保健の教員・学生も多数参加し

ました。また上智大学も100周年の記念年であることから、

４大の学生も積極的に関わり、フラダンス、影絵、手話、音

楽など多彩なグループが会場を盛り立てました。

　武蔵野大学の福祉科の学生もブース出展し、異世代の

コラボレーションが深まりました。

地域包括ケアの未来図を描く
　今年の文化祭では、認知症高齢者と幼児、学生と介護者

など、異なる世代・領域の人たちが交流する場の初期イメ

ージができました。

　文化祭は来年、10年目を迎えます。少子高齢化社会の課

題である「いのちの世話をし合う」地域の構築へ向けて、

期待が膨らみます。
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４階認知症とコラボのひろば
「上智フラダンスサークル」

２階のセミナー「宮永和夫医師と語る」
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めぐろ地域福祉のつどいが中止に

松沢病院認知症疾患医療・介護連携協議会
11月５日　松沢病院本館会議室

厚労省の家族介護の実態調査に協力

認知症家族会 in 松沢病院
12月17日　松沢病院地域開放室

男女平等・共同参画センターから取材
12月20日　たけのこ例会

新刊紹介
宮永和夫著『ステップ式認知症処方』

左から武田さん、生田目さん、斎藤さん

　ケアマネジャーと認知症サポート医との定期懇談会

で、認知症の当事者家族を支援するための情報交換や

意見交換を行いました。家族会として初めて、竹内弘

道さんが参加しました。

　中央町・防災センター１階のガイダンスルームに40

人のケアマネが集まり、「かかりつけ医とケアマネの

連携」をテーマに、事例をもとに話し合いました。サ

ポート医で参加したのは以下の人たちです。

　木村クリニック・木村肇（区医師会会長）さん

　仲村医院・仲村和子さん

　新津医院・新津彰良さん

　ゆうてんじ内科・下川耕太郎さん

 10月26日（土）に予定されていた目黒区社会福祉協

議会主催の「第10回 めぐろ地域福祉のつどい」が、

季節外れの大型台風の影響で中止になりました。たけ

のこもバザー出展の予定でした。準備作業に関わって

くれたみなさん、ご苦労さまでした。

　今年度２回目の連携協議会（前回は７月１日）。目

黒・渋谷・世田谷３区から関係者14人が参加しました。

　まず新里和弘センター長から「ほとんどの入院患者

が約２か月で退院する」など、最新の活動状況が報告

され、「家族会交流会」「看護師認知症対応力向上研

修」など新規の取り組みについて説明がありました。

看護師認知症対応力向上研修は３区の中核病院から１

名ずつ、計30人を対象に１月に行う予定です。

　各委員からは「松沢の対応が早くなり、利用しやす

くなった」「斎藤院長や新里センター長による研修会

などを活発に行っている」などの報告がありました。

家族相談が有料になったのは残念という声もありまし

たが、現状、家族相談の件数は少ないということです。

　厚生労働省は認知症介護家族に対して効果的な支援

策を探る目的で、「介護をする家族」と「担当するケ

アマネ」双方に同時に行うアンケート調査を目黒区・

トピックス

中央地区認知症地域支援連絡会
10月23日　目黒区防災センター
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荒川区・新宿区で実施しました。たけのこもこれに協

力しました。調査票の回収率は80パーセント超と、この

種の調査としては高い結果となりました。集計は２月以降に

なる模様です。

　松沢病院認知症疾患医療センターが目黒・渋谷・世田谷

３区の認知症家族会を招いて行う、初の合同家族交流会

です。約30人の介護者が集まり、目黒からはたけのこの竹

内弘道、土屋隆司など全５名が参加しました。院内の見学

もしてきました。次回は２月に行う予定です。

　目黒区男女平等・共同参画センターは中目黒スクエアの

８・９階にあります。女性に関するさまざまな問題を解決し、

各種相談に応じ、男女が共同で参画する社会の実現を目

指しています。資料室や会議室を備え、学習や活動の拠点

として男女問わず利用できます。さまざまな講座も開設して

います。

　「であいきらり」という情報誌を発行していて、区内のグ

ループ紹介ということで、齋藤一郎さん、武田孝子さん、生

田目（いくため）則子さんがたけのこに取材に来ました。

　毎年６月の「たけのこ広場」でおなじみの宮永和夫ゆきぐ

に大和病院院長が、『ビギナーの安心・実践 ステップ式

認知症処方』（新興医学出版社刊）を上梓しました。「妄

想」「幻聴」「徘徊・迷子」など43の具体的な症状の対応ポ

イントを“ケア”と“薬剤処方”の両面からビギナー向けに

簡潔に解説しています。

定価 1800円（税別）



小山さんは恵比寿のメンタルクリニックの院長。秋元
さんは埼玉県の認知症専門病院、和光病院の医局長。
ともに認知症専門医。

楓の森クリニックの小山恵子さんと
和光病院の秋元和美さん

堀田さんは認知症カフェの日本への紹介者。アンさん
はＤＦＣ＝ディメンシア・フレンドリー・コミュニティ
のリーダーで、スコットランドで認知症の夫と一緒に「認
知症にフレンドリーな社会づくり」を行っている。

労働政策研究・研修機構の堀田聰子さんと
英国ＤＦＣのアン・パスコーさん

９月のＤカフェ、10月の介護なんでも文化祭見学を経
て、ラミヨスタイルの認知症カフェを12月22日に浦安
市中心部の「路風舎」という古民家を会場にオープン。

千葉県浦安市のオムソーリカフェ　

浦安の斎藤哲さんと高見さん
12月８日Ｄカフェ

豊島区東部高齢者総合相談センター（包括支援センタ
ー）の前場徳世さんと介護ボランティアの塚越さん、
塚田さん、木村さん。駒込や大塚などで介護者支援の
活動を行っている。杉田保健師やたけのこのボランテ
ィアの人たちと情報交換。

杉並介護者応援団は杉並区で介護者支援活動をしてい
るＮＰＯ。「たけのこ広場」の常連。ハラッパーズは
渋谷区原宿の家族会。

杉並介護者応援団×渋谷ハラッパーズ
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豊島区の介護者の会

10月13日  Ｄカフェ 10月18日  たけのこ

浦安オムソーリカフェ  12月22日

11月8日  ラミヨ

ネットワーキング ×



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

【10－12月の活動から】
■アロマでゆったり

　10月18日。船戸さんが堀内さんたちにハンドマッサージ。

船戸さんは10月６日の「介護なんでも文化祭」でいろいろな

アロマのグループに接して、「とても勉強になった」と言って

います。

■手話ダンス

　11月１日。会場の都合で10月１週の予定をこの日に振り替

えました。

■クリスマス会に27人

　12月20日。骨折で入院加療

していたきくさんが半年ぶりに

元気な顔を見せてくれました。

　キャトルのクリスマスケーキ

が今年で終了になりました。

長年の協力に感謝。

【ひと・往来】
［取材・調査］

■早稲田大学法学部菊池ゼミの２人

　11月15日。社会保障法を研究する菊池ゼミで、自由

課題「認知症高齢者の自己決定権」の研究をしている３年

生の金井恒平さんら２人が訪れました。11月30日に早大キャ

ンパスで発表会を行いました。データは菊池ゼミ「自由課

題研究(2013年度)」からダウン

ロードできます。

URL：

wul-kikuchizemi.jimdo.com

［見学・研修］

■江戸川区の齋藤芳光さん

　11月１日。６月の「たけのこ広場」に参加した人です。知人

の介護のことで相談に来ました。

■国立医療センターの近藤医師

　12月６日。保健予防課(目黒保健所)で研修中の女性です。

［ボランティア］

■国立音楽院の永吉里沙さん

　11月１日。内田奈那さんと同

じ国立音楽院の音楽療法コー

スの学生。レギュラーの音楽

サポーターとなります。

［逝去］

■峰尾伴江さん

　12月５日。区内の病院で亡くなりました。73歳でした。

【トピックス】
■Ｄカフェ「お医者さんを囲む会」

　10月からラミヨで、Ｄカフェ懇話会がスタートしました。い

ろいろなゲストと膝を交えて懇談する会です。10月・楢林洋

介さん、11月・新里和弘さん、12月・小山恵子さんと、盛況で

した。

今後の予定

１月18日(土)　楢林洋介さん

２月11日(火)　新津彰良さん

３月22日(土)　新里和弘さん

４月19日(土)　楢林洋介さん

【取材・調査】
■月刊ケアマネジメント

　11月10日。ケアマネジャー向けの専門誌。12月号に「Ｄカ

フェ・ラミヨを訪ねて」というタイトルで掲載されました。

■オアシスナビ

　12月28日。インターネット上の介護情報誌で、家族会にフ

ォーカスした認知症特集を企画しています。２月５日からサ

イトで公開。

オアシスナビ http://www.oasisnavi.com/

11月17日「新里和弘医師を囲んで」


