
　３月は毎年恒例、佐藤まさ志さんのストリー

ト・パフォーマンス。今年は「和もの」の数々を

見せてくれました。

　独楽(こま)まわしからスタートし、各種“すだ

れ”芸、そして伝統の伊勢太神楽へと進みます。

伊勢太神楽は今では約10人しか演じる人がいない

そうです。皿回しには冨田さんや澤橋さんが挑戦。

佐藤さんのリードで見事にお皿を回しきりました。

　クライマックスはハラハラ、ゲラゲラのガマの

油売り。投げ銭のやり方も年々上手になって、大

いに盛り上がりました。子どもの頃の縁日を思い

出すような、とても懐かしい時間を過ごすことが

できました。

　佐藤さんは７月９・10日に浅草・木馬亭で、お

仲間と「大道芸フェスティバル」を公演するそう

です。この日は浅草寺の「四万六千日」。１日で

46,000日分のご利益がある日です。お賽銭とおひ

ねりを用意して出かけてみましょうか。

たけのこ広場たけのこ広場
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国は保険の出費を抑えたい

　介護保険は利用者が急増し、大ヒット商品とな

りました。思った以上の人気に保険の財源は圧迫

され、政府は「このままでは制度が持たない」と、

「保険料収入を増やす」ことと「サービス支出を

抑える」ことを改革の柱に据えました。しかし、

40歳未満の人からも保険料を徴収するという案は、

経済界などの反対から見送りになりました。サー

ビス支出を抑えるという点で今改正の柱となった

のが、「介護予防」という考えの導入です。

要介護区分の変更

　厚生労働省は、全体の半数を占める軽度の利用

者が「本来できることまでヘルパーに頼る傾向が

ある」などと、この層をターゲットにサービス利

用の見直しを図ろうと考えています。まず現行の

要介護区分を変更、新たに新「要支援」クラスを

設けます。新「要支援」は現在の要支援者にプラ

ス、現「要介護１」の中で“生活機能の改善可能

性が高い者”で構成されます。改善の可能性は介

護認定審査会で判定されます。

　新「要支援者」には、訪問介護や通所介護など

の「介護給付」ではなく、新設する「予防給付」

の利用が勧められます。従来使っていた生活支援

サービスは受けられなくなります。
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※転倒予防教室など
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①介護給付と予防給付
　介護保険法の改正が国会で審議中です。施行は来年４月から

ですが、特別養護老人ホームなどのホテルコスト(居住費、食

費など)の徴収は今年10月から先行実施されます。“改正”の

中身について、シリーズで検証します。

シリーズ 介護保険制度改革

「予防給付」ってなんだ？

「予防給付」の主なメニューは、①筋力トレーニ

ング②栄養改善指導③口腔ケア―などです。新

「要支援者」に対し、「生活機能を低下させるよ

うな“家事代行型”の訪問介護は原則行わない」

とし、例外的に行うとしても「必要性を厳格に見

直した上で、期間や提供方法を限定する」といっ

ています。決められた筋トレに行かなければ、掃

除や調理のサービスは頼めないということなので

しょうか。

　認知症はこの「例外的」な条件に該当し(進行

性の病気なのですから“改善”は当然、期待でき

ないですよね)、筋力トレーニングは勧めないと

しています。しかし問題は、審査会で正しく「認

知症と判定されるか」という点です。認知症の本

人は訪問調査員に対し見事な“とりつくろい”で

応対します。24時間介護を余儀なくされている家

族が、本人の病状と介護の実態を強くアピールし

ないと、「軽度の認知症なので、改善可能性あり」

と判断され筋トレへ回されてしまう、ということ

がありうるのです。デイサービスやヘルパーが使

えないというのは、わたしたちには死活問題です。

介護保険法の理念である「利用者の自己選択・自

己決定によるサービスの利用」にも反するのでは

ないでしょうか。

「介護予防サービス」も新設

　高齢期の障害や慢性的な病気の進行を防ぎ、介

護保険を使わないで“自立”して暮らしていける

ように、介護予防をしていこうという事業もスタ

ートします。「地域支援事業」といいます。“転

倒骨折予防教室”や“栄養指導”などを行います。

しかし厚労省自体、介護予防サービスを利用して

も状態を改善または現状維持できる高齢者は１～

２割程度と見ています。要介護認定以前の高齢者

を対象にするこの「介護予防サービス」の運営に

は、介護保険の財源が当てられます。財源があぶ

ないといってるのに、なんかヘンですね。「介護

が必要な人たちを支えあう」保険制度という点か

らも、目的外の使用になるのではないでしょうか。

　　　　　　　　　　□

改正案は細部に不透明な点が多く、来年４月まで

には、まだ紆余曲折がありそうです。行政も事業

者も様子見といったところです。認知症の高齢者

が不当に要介護度を低く判定されないよう、日々

の生活で困っていることを整理して認定調査に臨

むことが大切です。
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　　　　 改革のポイント

▼新「要支援」者を対象とする新たな予防

　給付メニューの創設。

▼介護予備軍高齢者を対象とした「介護予

　防事業」を介護保険制度の枠の中で実施。

▼介護保険３施設（特養、老健、老人病　

　院）などの居住費、食費を保険給付の対

　象外に。

▼地域の特性に応じた「地域密着型サービ

　ス」の創設。

▼ケアマネージャーの資格を更新制にし、

　研修を義務化。

▼事業所への調査権限など市町村の保険者

　機能を強化。
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album
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　これら家族会の多くは、保健所など行政主導の

集まりから出発。措置制度から介護保険制度への

移行に伴い、行政の援助が縮小する過程で、自主

グループに衣替えしてきました。月１～２回の集

まりのほか、介護施設の見学や専門家を招いての

講演会などを催し、手作りの会報を出しています。

年会費1000～3000円程度で運営していますが、例

会の場所を確保することと財政面での悩みを抱え

ています。

　練馬の大泉保健相談所で月１回の集まりをして

います。見学したときは20人を超す会員が集まり、

大変な熱気で、介護の疲れや悩みを話し合ってい

ました。目黒の実家にいる母親の特養入居につい

て相談してきた女性がいて、目黒の施設の状況を

詳しくお話しました。この会を主導している小泉

晴子さんはたけのこの能勢益代さんと同時期に、

「呆け老人を抱える家族の会」で電話相談ボラン

ティアをしていたということで、自分の介護は卒

業したものの、経験を伝えたいとがんばっていま

す。

　30人近くの会員が参加しています。創立時から

参加し中心的存在の田辺昭午さんは、若年アルツ

ハイマーの奥さんを自宅で介護し続けています。

青木篤三さんと同じ年齢で、介護環境もとても似

ています。自主グループになってから“市長への

手紙”で会の意義を直訴し、以後、市の主催事業

にしてしまったというパワーです。

　南烏山ふれあいの家で月２回集まっています。

主催者の久富恵子さんは、ここの厨房を活用して、

認知症のお年寄りと一緒に食事をしようと考えま

した。わたしが訪問したときはイタリア料理の日

で、プロの料理人がボランティアとして腕をふる

っていました。

　奇数月の第４日曜日、関東全域から若年認知症

で悩む人たちが集まります。認知症の専門医、宮

永医師と高橋医師、またソーシャルワーカーが家

族の相談に丁寧に応じています。たけのこからも

何人も参加しました。毎月１回のミニデイ"スタ

ープラス"の集まりには、糀田さんが定期的に参

加しています。

　　　　　　　　　　□

　家族会の交流を働きかけたのは、NPO介護者

サポートネットワークセンター・アラジンです。

平成15年春、「介護者ネットワーク会議」として

活動を開始、たけのこは10月の第２回会議から参

加しています。毎回10グループ程度が集まり、近

6

たけのこ広場

保健所主催から出発
介護保険以降、自主グループに

交流広がる、
　　認知症の家族会

介護の現役とＯＧの熱気
練馬区ブーケの会

“市長への手紙”でアピール
国分寺のきさらぎ会

認知症の高齢者においしい料理を
世田谷のとまり木

若年認知症の家族会
彩星(ほし)の会

草の根的に活動する認知症家族会の交流の輪が広がっています。定期的に会合を重ね、

地域の情報交換をしたり、互いに訪問し合うなど、交流を深めています。

況を報告しあっています。オブザーバー役として、

昨年の「たけのこ広場」に協力してくれた高齢者

認知症介護研究・研修東京センターの小野寺敦士

さんが加わっています。「たけのこ広場」では、

世田谷・おしゃべり会の西澤恵さんも、交流会で

多くの有益な発言をしてくれました。今年10月予

□彩星の会(港区)

　奇数月第４日曜日　会場不定

　連絡先　事務局 3403-9050(金曜日)

□おしゃべり会(世田谷区)

　月曜・火曜不定期　九品仏出張所他

　連絡先　西澤恵 5758-7387

□とまり木(世田谷区)

　第１・３土曜日　南烏山ふれあいの家

　連絡先　久富恵子 3329-6738

□サイクル(大田区)

　連絡先　佐藤方則 3772-4458

□木瓜の花(練馬区)

　第２水曜日　桜台保健所

　連絡先　中島加代子 3992-8316

□ブーケの会(練馬区)

　第３月曜日　大泉保健相談所　

　連絡先　小泉晴子 3550-7217

□深大寺こもれび(調布市)

　第２・４土曜日　築50年の民家

　連絡先　中山英 0424-86-7148

□全国マイケアプラン・ネットワーク(調布市)

　第２土曜日　定期

　連絡先　島村八重子 090-8451-4540 

□きさらぎ会(国分寺市)

　第１月曜日　いずみ保健センター

　連絡先　西原恵子 042-301-2485

□介護者談話室(三鷹市)

　第４火曜日　三鷹市福祉会館

　連絡先　三鷹市社協 0422-79-3505

□ゆとりの会(西東京市)

　第２水曜日　田無総合福祉センター他

　連絡先　谷恭子 0424-67-1440

□いこいの会(多摩市)

　第１火曜日　TAMA女性センター

　連絡先　村松啓子 042-374-0206

□介護者の集い「オアシス」(草加市)

　第１火曜日　氷川小学校平成塾

　連絡先　村松治子 04-924-6607

□ほっと青葉(横浜市青葉区)

　連絡先　若林政子 045-911-0191

　　　　　　　◆

□介護者サポートネットワークセンター

　アラジン(港区)　

　連絡先　3408-0468　

定の「第２回たけのこ広場」では、昨年以上の協

力が得られるものと思います。

たけのこ広場
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　 １－３月の活動から
■目黒区地域福祉審議会に出席
　２月16日、第４回目黒区地域福祉審議会が「次

世代育成支援行動計画」と「介護保険制度改革」

をテーマに行われました。この審議会には認知症

の立場を反映するために、たけのこからも委員と

して参加しています。

 　 ひと・往来
［退会］
■浅川和子さん
ご家族の転勤に伴い、兵庫県西宮市に転居。介護

されている武政さんからお便りがありました。

「いつもお気づかい、ありがとうございます。母

は今のところ、記憶障害はあるものの、機嫌良く

家事をしながら朗らかに過ごしています。夫の転

勤の為、兵庫県西宮市へ転居します。３年の予定

です。あちらへ行って、またあらゆることが、一

からですが、なんとかやってきます。また、戻り

ましたら、仲間に入れていただくようになるかも

わかりません。どうぞ皆さんご自愛なさってくだ

さい。ご心配いただいてありがとうございました。

心強かったです。　武政文恵」

■加藤幹子さん
　ボランティアの加藤幹子さんが出身地の秋田市

へ帰りました。ご主人の転勤で目黒に来られ、ご

主人の秋田異動後も、お子さんの学業のためしば

らくこちらで暮らしていました。その間、たけの

この活動にご尽力いただきました。３月18日の例

会でごあいさつがありました。

［ご逝去］
■岸田シエさん
　１月13日に91歳で他界されました。昨年３月の

例会時に体調を崩され、以後はデイサービスを利

用しながら自宅で過ごしていました。６月の食事

会がお別れになってしまいました。１月28日に岸

田修さんご夫妻があいさつにみえました。

■田村國平(空庵)さん
　切り絵ボランティアの空庵先生が２月25日に亡

くなられました。この日はたけのこにも普段どお

り参加されていましたが、夜、風呂場で転倒し急

逝されたとのことです。切り絵の制作で会の活動

を支えていただきました。94歳でした。

　　　　　　　　　　□

岸田さんと田村さんは、たけのこ創設時からのメ

ンバーでした。慎んでご冥福をお祈りします。

　 介護・福祉関連情報
■ショーステイ申込方法の変更
　区立３特養施設(中目黒、東が丘、東山)のショ

ートステイの申込方法が、５月(７月利用分)から

変わります。今までの「３カ月前の１日朝９時に

電話で」という申し込みが、「２ヶ月前の月初２

日間、９時から17時までにファックスで」となり

ます。利用は抽選により決定され、10日頃までに

ファックスで各事業所に通知されます。

■認知症対応デイが新規オープン
　５月１日に民営としては区内で２軒目の認知症

デイホームがオープンします。(株)ケアサービス

の「デイサービスセンター鷹番」で、定員は10人。

碑文谷公園の北側で、以前、小泉産婦人科医院だ

った場所です。基本デイ(定員30)との併設です。

目黒区鷹番3-16-6　電話 5768-1440

　これにより認知症対応デイは５施設(内１施設

は品川区)となります。

■新介護老人保健施設、５月末オープン予定
　旧区役所東側に建設中だった老健の建設が終わ

り、５月20日頃開所の運びとなりました。運営す

るのは青森県八戸市の医療法人杏林会。地上５階、

地下１階。２階が38床の認知症専門棟です。名称

は「介護老人保健施設リハビリパーク目黒」。目

黒区中央町2-5-12　電話 3792-3111

　 これからの主な予定
■フォーラム2005「地域を変える介護者たちⅡ」
　５月15日(日)13時　島根イン青山

　主催：介護者サポートネットワークセンター・

アラジン

　竹内弘道さんがパネリストとして参加し、昨年

の「たけのこ広場」の事例などを話します。

■第２回たけのこ広場
　10月30日(日)　中目黒GTプラザホール

　拡大ミニデイ＋認知症相談会・交流会

　昨年同様の内容です。

□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

目黒認知症高齢者と家族の会

たけのこ

人人


