目黒認知症高齢者と家族の会
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わんぱく時代に帰って、
には、
割りばし鉄ぽう作り
― ６月17日―
能勢靖夫さんを先生に、子どもの頃よく遊んだ
“ 割りばし鉄ぽう ゴム玉”作りに挑戦してみまし
た。
能勢さんは『工作図鑑 作って遊ぼう！ 伝承創
作おもちゃ』(福音館書店刊)を手本に、１ヵ月、
自 宅 で 試 作 を 重 ね ま し た 。な に せ 6 0 年 も 前 の
「技」ですから、少し不安もあったようですが、
始めてみれば指が覚えていて、スイスイと作れた
ようです。とはいっても、それを他人に教えるの

また別のむずかしさがあったでしょうが、とて
も上手に指導してくれました。
出来上がった後は、みんなで“輪ゴム弾丸”の
飛ばしっこ。でも、なかなか的には当たりません。
わいわいやっているうちに、子どもの頃、雨の日
など、家の中で西部劇ごっこをしたのを思い出し
ました。
能勢さん、なつかしいおもちゃの作り方を研究

シリーズ 介護保険制度改革

②施設サービスの自己負担

介護三施設の経営改善に配慮した措置だと思わ
れますし、施設としては専任のスタッフを配置す
る必要があるのですが、これって利用者にとって
は値上げ？
実際の食住費は施設ごとに決めますが、この基
準額が相場の目安になると思われます。
以上、７月14日に社会保障審議会介護給付費分
科会で答申された内容をもとに整理してみました。
わかりにくいまとめですみません。

先の国会で改正介護保険法が成立、18年４月から施行されま
す。これに先駆け、介護三施設の居住費、食費およびショート
ステイの滞在費と食費、デイサービスの食費が今年10月から自
己負担となります。低所得層には負担限度額を設け、本人負担
を抑えるということです。

特養、老健(老人保健施設)、老人病院(療養型
病床群)の介護三施設などでホテルコスト(居住費、
食費など)を利用者の自己負担にする目的は、
「在宅介護」と「施設介護」の利用者負担の不公
平を是正するということだそうです。そしてこれ
により介護給付費の５％が圧縮できる、と政府は
試算しています。

始まる前からの入所者は、2010年３月末まで、食
費を含めた自己負担額を変えないという特例が設
けられています。

ショートとデイの自己負担
ショートステイ、医療ショートでは、現行でも
１日780円の食材費が自己負担になっていますが、
10月からは以下の費用がこれに替わります。

特別養護老人ホームの自己負担額

既入所者への経過措置と減免措置
居住費について、「2005年９月30日現在で従来
型個室に入居しており、以後も入居を続ける人」
は原則的に、当分の間、多床室の介護報酬を適用
するという経過措置がされます。また介護保険が
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食費

合計

ユニット型個室

1,970

1,380

3,350

ユニット型準個室

1,640

1,380

3,020

従来型個室

1,150

1,380

2,530

320

1,380

1,700

▼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。

利用者負担額
内訳

合計
ユニット型個室

食費

10,000

50,000円

居住費

25,000

１割利用者負担

15,000

第１段階
ユニット型準個室

食費

10,000

□生活保護の人

従来型個室

居住費

15,000

□老齢福祉年金受給者

40,000円

１割利用者負担

15,000

多床室

食費

10,000

25,000円

居住費

※現行より増減なし

１割利用者負担

15,000

ユニット型個室

食費

12,000

52,000円

居住費

25,000

0

１割利用者負担

15,000

ユニット型準個室

食費

12,000

従来型個室

居住費

15,000

42,000円

１割利用者負担

15,000

多床室

食費

12,000

37,000円

居住費

10,000

※現行より3,000円減額

１割利用者負担

15,000

ユニット型個室

食費

20,000

95,000円

居住費

50,000

１割利用者負担

25,000

ユニット型準個室

食費

20,000

従来型個室

居住費

40,000

85,000円

１割利用者負担

25,000

多床室

食費

20,000

55,000円

居住費

10,000

※現行より15,000円増額

１割利用者負担

25,000

栄養管理の加算を新設

ユニット型個室

食費

42,000

上記制度改革に伴い、次の“加算”が新設され
ます。
①管理栄養士配置加算＝12単位
②栄養士配置加算＝10単位
(以上介護三施設とショートステイ)
③栄養ケア･マネジメント加算＝12単位
(介護三施設のみ)

131,000円

居住費

60,000

※現行より約30,000円増額

１割利用者負担

29,000

ユニット型準個室

食費

42,000

従来型個室

居住費

50,000

121,000円

１割利用者負担

29,000

多床室

食費

42,000

81,000円

居住費

10,000

※現行より25,000円増額

１割利用者負担

29,000

多床室

単位：円

デイサービスでも現行「食材費＝350円」が自
己負担ですが、改正では年収レベルにより下表の
ような自己負担になります。これに伴い、従来の
「食事加算＝39単位(１割利用者負担で42円)」は
廃止されます。
第１段階 (生活保護利用者)

300

第２段階 (年金80万円以下)

390

第３段階 (年金80～266万円)

650

第４段階 (年金266万円～)

1,380

第２段階
□年金80万円未満の人

)

食費は「食材料費」(現行でも給付対象外)に加
え「調理コスト」が自己負担になります。居住費
は部屋のタイプ―①ユニット型個室 ②ユニット
型準個室または従来型個室 ③多床室―により負
担に差があります。目黒区立の特養には“ユニッ
ト型個室”はありませんし、整備の予定もないと
聞いています。
では、どのくらいの自己負担になるのでしょう
か？［居住者が要介護５］という条件で表(右ペ
ージ)にまとめてみました。年収レベルがいわゆ
る《標準》の人(第４段階)で、“従来型の個室”
に入居している場合、自己負担額は介護保険の１
割利用者負担を含め月額121,000円となります。
“多床室＝相部屋”は81,000円で、現在より25,000
円の負担増となります。
低所得者対策を見ると、第１段階で自己負担増
減はなし。第２段階では逆に3,000円の減額です。
第３段階では15,000円の負担増となります。

滞在費

▼特別養護老人ホームの１ヵ月の自己負担額 要(介護５のケース

ホテルコストの自己負担で給付費を５％圧縮

介護保険改革のポイント

第３段階
□年金80万円～266万円未満の人

単位：円

第４段階以上
□年金266万円以上の人
《標準》階層

単位：円
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album

ミニデイのアルバム

ミニデイのアルバム

4月1日

4月15日

寒い、開花宣言もなし‥‥。で、お花見は中止。輪投
げや歌で遊びました。昼から有志で目黒川へ。ユキヤ
ナギは満開でした。

5月6日

album

松尾さんが竹とんぼを持ってきてくれました。みんな
結構、上手に飛ばしました。

ミニデイの後、浅草の観音様へ出かけまし
た。鳥越がふるさとの冨田さんは大喜び。

6月3日
4月6日

(番外）

香港園で食事会。28人が参加しま
した。最長老の笠原さんも東山ホ
ームから元気に参加。

6月17日
割りばし鉄ぽう作り。こういうなつかしいのは盛
り上がります。サンデー毎日の取材もありました。

祐天寺境内での「江戸消防記念会法要」。東京中
の頭(かしら)が集まります。桜も満開でした。
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たけのこ広場

ミニデイ検討会
□４月27日／５月18日／６月15日
□目黒区社協研修室

４月にミニデイ連絡会が発足し、毎月１回の
「ミニデイ検討会」をスタートさせました。ミニ
デイが直面している課題について討議を重ね、９
月に今後の方向性を示す報告を行う予定です。た
けのこからは青木篤三さんと松尾が参加していま
す。たけのこは19のミニデイ中、唯一、認知症に
特化した集まりです。この研修会で他のミニデイ
の活動を知り、つながりを深めたいと思います。
ミニデイサービスは参加者の伸び悩みやボラン
ティアリーダーの高齢化など、多くの活動上の課
題を抱えています。「歳末たすけあい・地域福祉
募金」からの助成金をどのように公平・有効に分
配するかといった問題もあります。こうした課題
について議論していきます。(松尾うた子)

青木英二目黒区長が出席
目黒区特別養護老人ホーム家族連絡会総会
□５月21日(土)
□上目黒住区センター
1932(昭和７)年に目黒区が誕生して以来、区長
は都や区のＯＢで占められてきました。青木氏は
役人出身以外では初の区長で、家族会の期待も大
きいものがあります。
総会で青木区長は「こうした機会を与えていた
だいてありがたい。区内、区外とも特養の定員は
一定の水準を保っていると考えている。しかし、
6

たけのこ広場
利用者の重度化が進むにつれ、さまざまな課題が
発生している。多くの家族の意見を聞き、役所に
持ち帰り、今後の福祉政策に生かしたい」とあい
さつしました。
目黒区には区立３、民間３、合計６つの特養が
あります。総ベッド数は680。区外との特約で別
に85床が確保されています。しかし、入所待ちの
人は1,057人、ベッド数はまだまだ足りません。
厚労省は特養のような大規模施設より、「小規模
多機能ホーム」や「グループホーム」など、小規
模な介護拠点を各地に設置する方向です。特養入
居待機者がますます多くなっていくことに対する
改善策？ということですが、不安があります。家
族や施設関係者が利用者の気持ちや立場で介護を
考えないかぎり、「施設介護」も「在宅介護」も
良くならないと思います。
高齢者は社会の厄介者でもお荷物でもないこと
を青木区長にお伝えしたかったので、お呼びしま
した。(宮本燿飛古)

フォーラム2005「地域を変える介護者たちⅡ」
□５月15日(日)
□しまねイン青山
ＮＰＯ法人 介護者サポートネットワークセン
ター・アラジンが、“「介護者の会」の地域役割”
をテーマに行ったフォーラムです。
第１部は、群馬県こころの健康センター所長・
宮永和夫氏による基調講演「認知症の地域支援」。
認知症介護の現状や諸課題が提示され、介護者の
会の地域での役割の重要性が指摘されました。認
知症は地域で見守っていくことが重要で、そのた
めには早期発見が欠かせないとし、群馬県で実施
されている「もの忘れ検診」の事例などが紹介さ
れました。
認知症介護の問題点(基調講演資料より)
家族の問題

目黒区地域福祉審議会
□５月25日(水)
□総合庁舎２階大会議室
区議会推薦委員２人、歯科医師会推薦委員１人
が新任となり、区側も健康福祉部長、健康福祉計
画課長、介護保険課長、高齢福祉課長など、大幅
に新しい顔ぶれとなりました。「目黒区地域福祉
計画・介護保険事業計画の改訂について」「子ど
も条例を考える区民会議からの答申について」が
審議され、
“中間のまとめ”として答申されまし
た。
「目黒区地域福祉計画・介護保険事業計画」は、
これまで別々に策定されていた地域福祉計画と保
健医療計画を一体化して策定しようというもので
す。“中間のまとめ”を住民対話集会「地域福祉
を考える会」で議論し、策定作業を進めていくこ
とになります。(竹内弘道)

疾患の偏見

介護者

■介護疲れによる燃え尽き、
うつ
■病気を受け入れられないこ
とからくる精神不安定、落
ち込み

子ども

■病気を受け入れられないこ
とからくる不適応(不登校、
非行)
■病気の原因（遺伝など）の
悩み

家庭内

■病気と思わないことからく
る虐待（放置、無理強い、
暴力)
■閉じ込める
■他人や公的介護を拒否する

社会一般

■病気の知識がないための偏
見や無関心

第２部のパネルディスカッションには各地の家
族会、在宅介護支援センター、認知症介護の専門
家が参加しました。わたしは毎月の活動と「たけ
のこ広場」の事例から、保健所や保健福祉サービ
ス事務所との連携による認知症介護のネットワー
ク化の活動を報告しました。(竹内弘道)

「地域を変える介護者たちⅡ」に参加して
―保健師 松尾伸子―
パネルディスカッションでは家族会の活動や在
宅支援センターの介護者教室の紹介があり、それ
ぞれが抱える課題や今後の展望が出されました。
介護者の会を支援するＮＰＯ活動の報告では、自
主グループの立ち上げや、介護者の会のネットワ
ーク化など、地域をこえた広がりのある活動が紹
介されました。
介護保険制度が５年経過し、サービス利用が拡
大し、介護の社会化が図られてきたと言えます。
一方で在宅介護を続けていく前提である、介護者
への健康支援や介護知識の普及についての施策は
十分でなかったような気がします。長期にわたる
在宅介護生活を支えていく為に、介護サービスの
利用ばかりでなく、介護者への支援が大切だと考
えます。平成18年度の介護保険制度の見直しに向
けて、地域支援事業というものが検討されていま
すが、虐待防止及びその早期発見のための事業が
必須事業として地域支援事業に位置づけられるこ
とになりました。その方向からも、介護者支援の
必要がうたわれています。
私は『たけのこ』の活動を通じて、介護者自身
が話をする場、客観的に自分を見つめる場、癒さ
れる場、適切な助言を得られる場がとても大事だ
ということを感じています。介護者から、「同じ
思いをしている者の中でこそ心置きなく話ができ、
仲間と一緒に乗り越えていこう！という気になっ
ていく」という言葉を聞き、これがまさに『たけ
のこ』の力（ピアカウンセリング）だと感じ、家
族会の存在をとても頼りに思っています。また、
この会報があることは画期的だと思います。家族
会に参加している家族にとっても、参加できない
家族にとっても、とても良い情報源になっていま
す。このような活動ができているのも『たけの
こ』のすばらしさだと思います。
『たけのこ』は家族、社会福祉協議会のボラン
ティアの方々、保健師の協力で運営しており、そ
れぞれの役割がうまくからみ合っているように思
います。今後ともこの大切な家族会を皆の力で存
続・発展させていきましょう。
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４－６月の活動から
■わき・あい・あいの岡田さん来所(４月15日)
ＮＰＯわき・あい・あいの岡田理事長がミニデ
イに参加。その後の浅草散歩まで付き合ってくれ
ました。
■新創刊雑誌の取材(５月６日)
主婦の友社・東田勉さんが取材に…。７月に新
創刊する在宅介護支援雑誌「ほっとくる」の誌面
で、介護者の会を“東京在宅介護お助けマップ”
として紹介するためです。同誌は季刊でスタート
し、４号目から隔月刊になる予定です。
■サンデー毎日の取材(６月17日)
若年認知症をテーマに各方面で取材を続けてい
る、サンデー毎日釘本みづゑさんが来所。熱心に
ミニデイの活動を取材していきました。ミニデイ
終了後は糀田さん宅に行き、取材を続けたそうで
す。

人人 ひと・往来
［入会］
■新田静枝さん・稔さん
６月17日から参加されました。

介護・福祉関連情報
■保健所主催の認知症相談会と家族会
目黒保健センターと碑文谷保健センターでは専
門医による認知症相談会と家族会を行っています。
相談会は予約制です。今後の予定は以下の通り。
目黒保健センター

碑文谷保健センター
家族会
13時半～

相談会
14時～

家族会
9時半～

相談会
13時半～

８月

11日

12日

12日

９月

８日

９日

９日

８日

10月

13日

14日

７日

13日

11月

10日

11日

４日

10日

12月

８日

９日

９日

８日

１月

12日

13日

13日

２月

９日

10日

３日

３月

９日

10日

３日

９日

目黒保健センター 電話 5722-9503・9504
碑文谷保健センター 電話 3711-6446
■中根にグループホームがオープン
８月１日、旧中根高齢者ふれあいの家跡に認知
症高齢者のためのグループホーム「みんなの家目
黒」がオープンしました。区内では３軒目のグル
ープホームです。開設にあたって地元住民とのア
ツレキがあったケースなので、運営する(株)ウイ
ズネットには地道な地域化の努力を望むところで
す。電話 5731-8558

■認知症にふさわしいケアプランを作るための
「センター方式」
認知症介護研究・研修東京センターでは、認知
症の人が「自分らしく、安らかに、いきいきと暮
らしていく」ためのケアプランづくりを推進して
います。試行期間を終え、９月からは「センター
方式・当事者版」の利用者を募集する予定です。
学習会への講師派遣にも応じるということです。
認知症を在宅介護の基準にするといいながら、
認知症介護に有効な見守り、散歩といったメニュ
ーの利用制限が強まっています。｢センター方式｣
を勉強し、認知症ケアの本来のあり方を行政に訴
えていきたいと思います。

これからの主な予定
■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
個別相談会担当として３名の専門医が決定。
高橋正彦氏 東京都老人医療センターもの忘れ
外来
西村知香氏 くるみクリニック院長
宮永和夫氏 群馬県こころの健康センター所長
介護者交流会(ピアカウンセリング)には昨年同様、
認知症介護研究・研修東京センターの研究企画主
幹・小野寺敦志氏が参加します。
■(仮称)介護なんでも文化祭
首都圏で活動する15の介護者の会が協働して行
う高齢者介護のイベント。たけのこも協力してい
ます。
・11月３日午後 新宿・センチュリーハイアッ
ト東京 スペースセブン
・認知症医療相談会／介護者交流会 等

目黒認知症高齢者と家族の会

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

