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治る、治らない
認知症は根治する手立てが確立されていない病気で

ＢＰＳＤという専門用語があります。「行動・心理

す。「認知症治療薬」と認められている４種類（５製

症状」と訳されます。「周辺症状」「随伴症状」「問

品）は、脳神経機能を“改善”あるいは“維持”する

題行動」などと言われていたこともあります。認知症

ためのクスリで、認知症を「根本から治す」クスリで

の人が置かれている環境や介護者に対する反応から誘

はありません。

発される症状で、徘徊、もう想、幻覚、興奮、暴言な

「治ってほしい」「治るのでは」と期待する人たち

どが代表的です。

がいます。リハビリや脳トレにシンパシーを感じるタ

ＢＰＳＤに対する薬物療法には認知症薬や向精神薬

イプです。あるテレビ番組で、「認知症の改善効果が

などが使われますが、症状を標的にした“対症療法”

期待できるクスリ」が紹介されました。こうした人の

なので「あれがだめならこっち」といった経験の積み

なかには「近いうちに根治薬ができる」と“誤解”す

重ねが重要なのだそうです。

る人がいるでしょう。罪な話です。

基本は「人間のケアする力」ということでしょう。

報告 第11回 たけのこ広場

交流会
参加者177人

包括と介護者のチームがペアで進行

37％が “おなじみさん”

６月１日の「たけのこ広場」には177人が参集しま
した。昨年より20人少ない結果でしたが、会場の広
さからすれば丁度良い人数でした。交流会各テーブ
ルでは昨年に比べ、とても落ち着いた雰囲気で話が
進められたようです。一般参加者は111人、37％の人
がリピーターでした。区外の参加者は東京(９区・１
市)、神奈川、埼玉、千葉から48人でした。
◆参加者数
主催者側
一般 参 加 者
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(

たけのこ会員・支援者
区職員
包括支援センター職員
社会福祉協議会職員
相談・指導講師
その他
合計
一般住民
福祉専門職
家族会・福祉 NPO
メディア・企業
行政・公共団体・学校
その他・不明
合計
総 計

) 内は前年実績
34(45)
11(11)
10(10)
１(1)
５(６)
１(２)
66(75)
71(65)
７(７)
17(21)
２(１)
４(８)
10(20)
111(122)
177(197)

ミニフォーラム テーマは
「認知症カフェ」
ミニフォーラムは楢林神経内科の楢林洋介さんと
ＮＰＯ「Ｄカフェnet」の杉山則子さん(両親の介護中)
をゲストに迎えました。二人はＤカフェ・ラミヨの
常連です。

まず認知症ケアについて、具体的なケースで話を
進めました。そのあと家族会や介護者の会など、認
知症を地域で支える民間の取り組みの現況を話し、
今年度から区内に複数展開される認知症カフェ、Ｄ
カフェへの期待を話し合いました。

個別相談

医師５人が17組と面談

個別相談会には新津彰良・楢林洋介・宮永和夫・
小山恵子・新里和弘の５人の医師が参加してくれま
した。読売新聞を見て(５月31日付首都圏版)、板橋
区からやってきた夫婦もいて、昨年より３組多い、
17組が面談しました。区内の家族については包括や
区の保健師と連携して、アフターケアを行います。
◇
ミニデイを利用した人は11人。４人が初参加でし
た。
34票のアンケートが寄せられました。［ミニフォ
ーラムの評価］では91％が「参考になった」と答え、
［交流会の評価］には74％が「参考になった」とし
ています。

◆経費概算
項目
相談医謝礼
通信費
雑費
印刷費
合計

金額 ( 円 )
10,000
12,000
2,000
4,000
28,000

備考
小山恵子医師
案内ちらし郵送代
筆記具、紙代
ちらし等コピー代

※宮永和夫・楢林洋介・新津彰良さんは目黒区
専門家等派遣事業による助成。新里和弘さんは
自主参加してくれました。

3

album

ミニデイのアルバム

ミニデイのアルバム

4月4日

4月18日

5月16日

♪
5月2日

album

♪

♪
6月20日

♪
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トピックス
全国若年認知症家族会・支援者連絡会総会
５月17・18日 日本地域福祉研究所会議室
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、23団体・30人の参加で開
かれました。
総会では、25年度の事業と決算、26年度の計画と予
算が了承され,新役員を選出。竹内弘道さんが新たに
副会長になりました。任期は２年です。
全体会は２つのテーマ「若年認知症の人の居場所づ
くり」「重度化したときの対応」について３つのグル
ープに分かれ話し合いました。
全国若年認知症家族会・支援者連絡会には18都道府
県・33団体が加盟しています。

フリーアンサーでは―
・介護者の実体験を聞けて有意義だった
・他職種と話し合い、解決方法がもらえた
といった感想が多く見られました。
９月にも「このつづき」を行う予定です。

たけのこ版認知症サポーター養成講座
６月20日 中目黒スクエア２階会議室
15人が参加しました。
この１年で新たにたけのこに加わった人が主な対象
ですが、会員家族や一般参加の人もいて、５人がオレ
ンジリングを取得しました。

デイ職員向け認知症サポーター養成講座
６月13日 総合庁舎２階大会議室
目黒区介護保険事業者連絡会の「通所介護分科会」
と「訪問介護分科会」が合同で開催した、初の認知症
サポーター養成講座。60人を超えるデイサービス職員
とホームヘルパーが受講しました。
通所介護分科会はたけのこと連携して、３年前から
認知症の勉強会を続けてきました。今年は訪問介護
（ヘルパー）の人たちにも門戸を広げたのです。特養
の介護スタッフやケアマネも自主参加してくれた人が
いました。
前半の講義では、Ｄカフェで活動する現役の介護者
も体験を話しました。後半は小グループに分かれ、交
流懇談会を行いました。デイ職員・ヘルパー・ケアマ
ネ・介護者が一堂で話し合うという刺激的な懇談でし
た。たけのこからは竹内弘道・土屋隆司の二人が参加
しました。
57名がアンケートに回答しました。
◇アンケート結果(N＝57)
▼認知症に対する認識は変わったか
大きく変わった・変わった 58％
▼認知症で困ったことがあるか
ある 81％
▼参加してよかったか
とても良かった・良かった 97％
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Ｄカフェ・ニコス プレオープン
６月22日 西小山駅ニコニコ通り商店街
ラミヨにつづく、２軒目のＤカフェがプレオープン
しました。場所は東急目黒線西小山駅前、ニコニコ通
り商店街にある「デイサービスセンター・ニコス」です。
Ｄカフェは「デイサービス事業所の休日活用」によ
り展開されます。この日のニコスには認知症の本人４
人を中心に、介護家族、町会役員、商店会役員など、
30人を超える人が集まりました。Ｄカフェ・ニコスは
７月６日に正式オープンします。

ネットワーキング
4月13日 Ｄカフェ・ラミヨ

×
4月18日 たけのこ

中央包括支援センターの権正さん
上目黒つどいの家の
みなさん
ラミヨから数分のところに
ある、グループホーム「上目
黒つどいの家」は７月に開
設２周年を迎えます。ラミ
ヨがスタートしたのも２年
前の７月ですから、歩みを
ともにしてきたわけです。すっかりおなじみになった入居者
さんに家族やスタッフが付き添って、10 人がコーヒーしにき
ました。新人職員の島岡さんがピアノの腕前を披露。ショパ
ン！ですよ。

中央包括の新人、社会福祉士の権正（ごんしょう）寿子さ
んが認知症支援コーディネーターの小原さんとあいさつに。
６月の「たけのこ広場」でも交流会のサブ司会で奮闘してく
れました。

5月11日 Ｄカフェ・ラミヨ

東山の中野渡さんとゆかちゃん
中野渡さんは市民交流スペース・ラミヨで開催されて
いる子育てサロンの中心メンバー。Ｄカフェ・ラミヨの
常連さんでもあります。長女のゆかちゃん、こうして昨
年９月の写真と見比べてみると、成長ぶりががよく分
かります。ご主人の転勤でラミヨには来れなくなりま
すが、いつの日かもっと成長した姿を見せてくれるで
しょう。

6月22日 Ｄカフェ・ニコス

5月24日 Ｄカフェ懇談会

碑文谷の村上医院・村上幹高さん
碑文谷１丁目の村上医院は内科・循環器科のクリニック。
村上さんは昭和医大から同附属病院と、ずっと心臓疾患を
専門にしてきました。開業後は糖尿病など生活習慣から起
こるさまざまな高齢期の病気と向き合ってきました。お父さ
まの認知症の話も聞かせてくれました。

ニコス

Ｄカフェ・ニコスのプレオープン

東急目黒線・西小山駅前商店街のデイサービスセンター
「ニコス」で、新しいＤカフェがスタートします。この日は
お披露目の“プレオープン”。認知症の家族数人を中心に、
町会の役員さんなど地元の 30 人が、日曜の午後をゆった
りと過ごしました。
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４－６月の活動から
■目黒川お花見散歩
４月４日。今年はまさに“散り際”の絶妙のタイミング。は
らはらと花が風に舞うなかでの散歩でした。目黒川は「桜
花筏(はないかだ)」状態で、花びらが川面を美しくおおって
いました。側道の低木の葉にも花が降り積もり、これも結
構な風情でした。

４月18日。文学部臨床心理学科の准教授。昨年の「たけ
のこ認知症サポーター養成講座」からの縁で、今年は何回
か見学に来たいということです。
■医師会立在支のケアマネ、佐藤智子さん
４月18日。クライアントの女性介護者を誘って来てくれま
した。昨年10月の「認知症地域支援連絡会」でたけのこの
活動に興味をおぼえ、利用者に働きかけてくれたそうです。
■中央包括の新人、権正（ごんしょう）寿子さん
４月18日。４月に中央包括支援センターに入所した社会
福祉士です。

４－６月の活動から
［Ｄカフェ］

■中目黒公園
５月２日。中目黒公園で
音楽活動をしました。散歩中の幼児たちとも交流。
■香港園の食事会
６月６日。約20人が集まりました。集合写真はストロボの
光量が足りず失敗。うまく写せなくてすみません。

■つどいの家から10人が参加
４月13日。グループホーム上目黒つどいの家から入居者
６人と家族、職員合わせて10人が参加。
■日本福祉教育専門学校の生徒さん
５月11日。前場剛一(品川区)・名取俊彦(中野
区)・高野愛弓(新座市)の３人が見学に。子育て
「らっこサロン」の利用者、中野渡さん親子も来
てくれました。
■首都大学東京四年の萩谷慶子さん
６月28日。卒論のテーマに「認知症カフェ」を
取り上げるとのこと。

［Ｄカフェ懇話会］
■たけのこ版認知症サポーター養成講座
６月20日。受講者はたけのこ関係で早瀬さん(中島さんの
家族)、岩田さん、浅田さん、ボランティアの太田さん。一般
参加は安西由美さん。講師は東部包括支援センター認知
症支援コーディネーターの内野喜和子さんと岸原さん、宇
佐美さんでした。

【ひと・往来】

■楢林洋介医師(神経内科)
４月19日
■村上幹高医師(循環器科)
５月24日
今回２回目の多摩市のＮＰＯ「麻の葉」の伊藤玲子さんは、
６月14日から認知症カフェの「ふらっとカフェ」を始めます。
■新津彰良医師(内科)
６月８日

認 知 症カフェで まちづくり

［見学・研修］
■跡見学園女子大の阿部洋子さん

tel.03-3719-5592

目 黒 認 知症家族会
□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

http://d-cafe.kazekusa.jp/

たけのこ

たけのこＨＰ

たけのこホームページURL
e-mail

検索

http://takenoko.kazekusa.jp/
takenoko＠kazekusa.jp

