目黒認知症高齢者と家族の会
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心やすらぐ おしゃべりタイム
話題は｢介護の悩み｣だけじゃない
ミニデイでは、よく“おしゃべりの輪”ができ
ます。話の中身は「介護の悩み」ばかりではあり
ません。この日も何やら楽しそうでした。
□
たけのこは９年目を迎えました。活動の中身も
少しずつ変化してきています。
わたしたちは「認知症の本人と介護する者がペ
アで参加する」ことで、様々な認知症介護の在り
ようを知り、介護力を身につけてきました。しか
し、介護保険の開始でデイサービスを利用する人
が増え、参加者は伸び悩み傾向が続いています。
2004年から、認知症啓発のためのイベント「た
けのこ広場」を始めました。そこで分かったこと
は、介護保険のサービスをうまく使えていない人
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がいるということです。目黒区では介護認定を受
けている7000人の内、1000人が「何のサービスも
使っていない」そうです。「広場」以降、たけの
こはそういう家族の“受け皿”としての役割も担
うようになったと思います。
「本人はとても連れてこれるような状態にな
い」という、介護者だけの参加も増えています。
また長い介護を終えた後も会に残って活動を続け
る人も増えています。たけのこの噂を聞いて、見
学や取材に来る人も多くなりました。２月には東
京都福祉保健局のスタッフも訪れました。
たけのこは認知症介護の“交流の場”として、
さまざまな表情を持ちはじめているようです。

特集
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認知症の人の財産や権利をどう守るか
２月17日の家族会で、権利擁護センター「めぐろ」の石浜美雪係長か
ら、認知症高齢者の権利を守るための諸制度について聞きました。以下
にまとめてみます。

症状が軽く「判断能力がある」人には
地域福祉権利擁護事業
認知症の程度が軽く、まだ判断能力がある人を
支援し､「自分で決める」ことを手助けする制度。
社会福祉協議会と契約し、
“生活支援員”を派遣
してもらいます。生活支援員は面倒な介護サービ
スの利用手続きや契約、支払いなどの援助、ケア
マネとの話し合いの手助けなどをします。行政手
続きなどの支援もします。また預貯金から生活費
を引き出したり、公共料金などを支払う手伝いも
します。通帳や大切な書類を社協で預かるという
サービスもあります。
生活支援員派遣の基本料金は１回１時間までで
1000円。時間延長などのオプションもあります。
利用料が月１万円を超えることは滅多にないとい
うことです。
最も利用の多いのは日常的な金銭管理です。年
金が入るとすぐに使ってしまうとか、キャッシュ
カードの使い方が分からないなどというケースで
は、通帳やカードなどを預かり、生活支援員が必
要に応じて、例えば月３回３万円ずつ渡すなどの
支援を行います。
［注意点］
・契約できるのは本人だけ
判断能力が不十分な人や家族は契約できないの
で成年後見制度の利用を考える。
・対象は区内在住者だけ
ただし、目黒から１時間以内の施設に入所して
いる人はOK。

重度の認知症で財産上の心配がある人に
成年後見制度
高度の認知症で判断能力がない人に代わって、
「成年後見人」が財産の管理や契約を行う制度。
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制度の利用を申し立てできるのは四親等内の親
族(親、兄弟、祖父母、配偶者、子、孫など)です。
独居で適当な親族がなく、独立した生活が不可能
と思われる人などは目黒区長が申し立てできます。
後見人には誰でもなれますが、一般的には親族、
あるいは弁護士、司法書士、社会福祉士などの第
三者です。誰が後見人にふさわしいかの選任は家
庭裁判所が調査して行います。後見人の報酬は月
額３～５万円程度です。
成年後見人の仕事は財産や契約など法律に関す
ることについてだけで、日常生活の行為には関与
しません。本人がよく分からず勝手にしてしまっ
た契約などは取り消す権限を持ちます。
成年後見制度では本人の選挙権は失われますが、
かつての禁治産者のように戸籍に記載されること
はありません。
［注意点］
・判断力の程度により「後見人｣「保佐人｣「補助
人」の別がある
後見人＝合理的な判断能力のない人が対象
保佐人＝合理的な判断能力が著しく不十分な人
補助人＝合理的な判断能力が不十分な人

元気なうちに自分の後見人を決めておく
任意後見制度
将来、認知症になった場合に備え、あらかじめ
自分の後見人を決めておく制度。
元気なうちに信頼できる人と「任意後見人契約
」を結び、公証人役場で公正証書にしておきます。
認知症になったと鑑定された時点から、成年後見
人の役目がスタートし、報酬が支払われることに
なります。本人がずっと正常な状態でいれば、契
約が発効することはありません。
この制度の窓口は公証役場です。

介護サービスへのクレームには
苦情調整委員制度

すべての相談ができる
権利擁護センター「めぐろ」

福祉サービスの利用者(家族)が区や介護サービ
ス事業者に苦情や不満を言いにくい場合、「苦情
調整委員」が本人に代わって事実関係を調査し、
問題があれば区や事業者に是正を勧告したりする
制度です。３人の苦情調整委員（オンブズパーソ
ン）が公正・中立・迅速に対応します。利用は無
料。

上記制度に関する相談はすべて区の総合庁舎別
館１階、権利擁護センター「めぐろ」で行ってい
ます。内容によっては弁護士などの専門家が対応
してくれます。遺言や相続、権利侵害などの専門
相談もここで受けます。
月～金 午前８時30分～午後５時
電 話 権利擁護担当 5768-3964
苦情調整担当 5768-3963

【相談の流れ】

相談したい人

地域包括支援センター
権利擁護センター「めぐろ」
相談・受付
振り分け

専門相談
権利侵害／遺言
相続／成年後見等

成年後見制度の
説明と利用支援
家庭裁判所
公証役場へ

体験リポート

成年後見人になってみる

上

竹内弘道
母の成年後見人になる手続きを進めています。
わが家ではケアプランは「自己作成」です。認知症
の本人は自分の意思を論理的に伝えることができませ
んから、正確には、母に代わって息子が自己作成して
いるということになります。ならば「認知症の本人に
代わる」法的な制度である成年後見人になるのがスジ
というものではないか。
実はこれ、前にたけのこに取材に来た新聞記者氏の
指摘です。成年後見人になれば家庭裁判所に母の財産
を明示し、収支は定期的に報告しなければなりません。
息子といえどもどんぶり勘定で勝手に使うことはでき
なくなります。銀行や介護施設などとの契約も堂々と
できます。"認知症患者の人権"からいえば確かにスジ
です。
記者氏は「鑑定料の高さ(５～10万円)が制度普及の
障害になっている。東京都老人医療センターの本間昭
医師も同じ思いなので、１万円で鑑定書を書くと言っ
ている。申立てしてみないか」と言います。それじゃ
あやってみるかと、12月27日に霞ヶ関の家庭裁判所後
見センターへ行きました。
応対に出た職員(若い女性)は母の生活状態や認知症
の程度を質問し、すぐに「成年後見申立ての手引」
(14頁立て)と「申立書類｣(Ａ４で約20枚）をくれまし
た。10分で済みました。
「申立書類」は「手引」に記入例があるので簡単に書

地域福祉権利擁護
サービスの提供
金銭管理／生活支援
書類預かり等

苦情調整

調整委員へ

けました。母とわたし（申立人であり成年後見人候補
者でもある）の戸籍謄本、住民票などを区役所で、別
の証明書を九段の東京法務局で取りました。診断書も
必要なので本間先生に頼むことにしました。
２月１日に予約が取れ、鶴川サナトリウム病院もの
忘れ外来に本間先生を訪ねました。CT検査などを行い
「高度のアルツハイマー病」という診断でした。
申立には本人の直近２ヶ月間(12月と１月)の収支状
況の簡単な報告が必要です。預金通帳や介護関係の支
払領収書のコピーなどを揃え、２月16日に申立てを行
いました。
「成年後見申立ての手引」には、申立時に医師の鑑
定料として10万円預かるとあります。家裁が（医師会
などに照会し）鑑定医を決め、報酬を定める。10万円
以内で収まれば残金を返すということです。わたしは
申立書の中で、「診断書も鑑定書も本間医師に依頼す
る。鑑定料は１万円」と書きました。家裁の書記官は
「ほんとに１万円？」と驚いていましたが、本間医師
は認知症診断ではトップクラスの人で、成年後見制度
を普及させる意味からも１万円で鑑定すると言ってい
ると答えました。(次号へ続く)
●ここまでにかかった主な費用
診断書(鶴川サナトリウム病院) 5,000円
住民票・戸籍謄本・身分証明(区役所) 1,800円
印紙(東京法務局) 1,000円
切手・印紙(家裁) 9,100円
鑑定料 10,000円
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album

ミニデイのアルバム

ミニデイのアルバム

1月20日

2月3日

家ではひげそりをいやがる今里さんも、青木さ
んの手にかかると神妙です。

節分。能勢益代さんが鬼に扮しての豆まき。
東京都福祉保健局の齋藤さんが来訪しました。

能勢靖夫さんは２月から金曜日は腎
臓透析を受けることになったので、
ミニデイの参加はこの日が最後とな
りました。

2月17日
ひどく寒い日。
家族会は権利擁護の勉強をしました。

album

♪♪

3月17日
カレンダー作りのあとは平島さんの手品教室。

3月3日
佐藤まさ志さんの大道芸。
"おひねり"をいっぱい飛ばしました。
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たけのこ広場

たけのこ広場

ボランティア・スキルアップセミナー
「認知症高齢者の力を引き出す活動支援」
３月３日午後、中目黒スクエア第１会議室で、
NPOいきいき福祉ネットワークセンター(駒井由起子理事長)
主催のセミナーが開かれました。
「認知症の高齢者がいきいきと作業活動に参加するには
どのような援助をすればよいか」をテーマに、
北里大学作業療法学科の浅海奈津美さんの話を聞きました。
このセミナーから認知症介護の方法について考えてみます。

認知症の「中核症状」と「周辺症状」
認知症では、脳神経の病変から来る直接の症状
を「中核症状」といい、以下の能力がゆっくりと
低下していきます。
【主な中核症状】
■記憶力 判断力 計算力 注意力
■見当識(今はいつ？ここはどこ？わたしは誰？)
■仕事の段取り 道具の操作
■言葉の理解と表現
中核症状が現れることで、本人は「自分は変に
なっている」と感じ、不安感に襲われます。日常
の行為がうまく行えず混乱します。そんな“おか
しな状態”をうまく周囲に伝える(表現する)こと
ができずいらいらします。そういう不安定な状態
から「周辺症状」が発現します。
【主な周辺症状】
不安 興奮 暴力 不眠 抑うつ 幻覚 妄想
徘徊 異食
認知症で「問題行動」と言われているもののほ
とんどは周辺症状です。これは中核症状のケアを
うまくやれば落ち着き、改善します。

個々人の能力を引き出す
認知症のリハビリにはどんな活動がいいのでし
ょうか。浅海先生は次の観点で活動内容を選ぶと
よいと言っています。
①“チャレンジ”の要素がある活動
②継続できる活動
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そして――
「日常生活の中で無理なくできる」
「考えるだけで楽しい」
「する価値があると思える」
「活動を介して交流が広がる」
ことが重要だと････。人はばらばらな個性を持っ
ています。好きなこと、得意なことが違います。
その人に焦点を当てた活動が大切なのです。

活動支援のヒント
認知症の人の活動を支えるにあたっては―
「その人の感情を尊重する」
「その人に見合った難易度にする」
「できないところを補完する」
といった取り組みが大切です。その上で秘めた力
を再発見してあげられれば最高です。「再発見の
ヒントは自分史にある」そうです。
したことは思い出せなくても、楽しかった感情
は残る。浅海先生からのメッセージです。
□
今回のセミナーは、いきいき福祉ネットワーク
センターの駒井理事長がたけのこに協力を申し入
れたことから実現しました。駒井さんはこれまで
障害者支援事業を中心に活動してきましたが、５
月から鷹番で、若年認知症専用のデイサービスを
始めます。全国でも初めての取り組みです。

今年スタートする新企画

認知症の人のペースで
認知症の人の行動はすべてにゆっくりです。介
護する側のペースや都合で活動を進めてはいけな
いのです。その人のペースや感情を尊重し、気持
ちに寄り添って活動を支援することが大切です。
浅海先生は“やってはいけないこと”として、次
のことを挙げています。
「できることをさせない」
「急がせる」
「無理強いする」
「無視・放置する」
たけのこ発足当時、保健師さんはこのような観
点からカレンダー作りなどのメニューを考えたそ
うです。指図したり、急がせたり、代わりにやっ
てしまったり････と、こちらのペースで誘導しが
ちなことを戒めなくてはいけません。

協力会員制度
"たけのこサポーターズクラブ"
たけのこの活動の周知と認知症の啓発を目的に、今
年度から協力会員制度を発足させます。名称は"たけの
こサポーターズクラブ"。個人が対象で年会費は1,000
円です。会員には会報や折々のイベント情報、勉強会
の案内などを送ります。近所の方や知人、友人をぜひ
"サポーター"に誘ってください。

ミニデイにビジター制度導入
たけのこの会員にならなくても、ミニデイにスポッ
ト参加できる"ビジター制度"をつくります。１回の参
加費は300円。ただし、見学・下見は無料です。毎月で
かけるのはおっくうだとか、気の向いたときだけ参加
したいという声に対応するものです。

セミナー、学習会の開催
専門家を招いてのミニ・セミナーや講習会、会員の
介護体験を集中的に聞く勉強会、認知症介護のワーク
ショップなど、学習会を定期的に実施していきます。
一般区民にも参加を働きかけ、会員やサポーターズク
ラブの拡大につなげたいと思います。
学習会の予定
□５月26日
［改正介護保険のポイントを聞く］

ゲスト 介護保険課
４月から介護保険が大幅に改正されました。介護予
防という新しい概念が導入され、新サービスや新しい
組織ができました。複雑で分かりにくい面が多くあり
ます。介護保険課のスタッフを招き、ポイントを聞き
ます。
□８月18日(予定)
［地域包括支援センターの仕事を聞く］
新しい高齢者支援の組織「地域包括支援センター」
のスタッフを招き懇談します。
□９月15日(予定)
［敬老の日に"自分史"を作ってみる］
回想法のやり方を手本に「自分の歩いてきた道＝自
分史」を作ってみます。認知症にふさわしいケアプラ
ンの在り方についても考えます。
□11月24日(予定)
［介護体験を聞く 介護食づくりのアイデア］
きざみ食、ミキサー食、カロリー計算、経管での栄
養補給････。認知症の進行とともに避けては通れない
食事の問題。会員の体験から学びます。
□２月26日(予定)
［介護体験を聞く 在宅医療の体制づくり］
在宅介護の命綱である訪問診療、訪問介護のチーム
をどう作っていけばいいのか。会員の体験や訪問看護
師などの話を聞きます。
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1－3月の活動から
■目黒区地域福祉審議会
１月23日の最終審議で了承した以下の報告書が
区の窓口で配布されています。①目黒区保健医療
福祉計画・目黒区介護保険事業計画 ②健康めぐ
ろ21後期計画 ③健康めぐろ21実践ガイド版
■東京都福祉保健局が調査取材に
２月３日、福祉保健局高齢社会対策部の齋藤圭
司さんとニッセイ基礎研究所の武藤泉さんが来所
しました。都内で活動する15の家族会を調査し、
報告書としてまとめるということです。
■ミニデイボランティア研修・健康体操の紹介
２月20日、社協研修室。健康体操を活動メ
ニューにしているグループが、その内容を紹介し
ました。“指体操”“歌体操”“玄米ニギニギ体
操”など、いずれもユニークなものでした。
■たけのこ広場、10月15日に決定
３月16日、目黒保健センター、東部保健福祉
サービス事務所、社協の担当者とたけのこ広場の
実行委員会を開き、10月15日(日)の開催を決定し
ました。介護家族や事業者などに加え、いかに一
般区民の参加を促進できるかがカギとなります。
集客のアイデアをお出しください。
■ミニデイ連絡会
３月20日のミニデイ連絡会で、18年度の社協助
成金の積算方式が示されました。主に前年の開催
回数と参加人員の実績によって、金額が決定しま
す。たけのこの18年度助成額は89,000円です。昨
年に比べ減額となりました。

人人 ひと・往来
■目黒保健センターの担当交代
姫野典子保健師が３月で定年退職。後任は碑文
谷保健センターから異動した泉節子さんです。
■たけのこ新幹事
高橋衣佐子さんが３月で退会し、４月からの幹
事体制は次のようになります。
会長＝青木篤三 幹事＝岡喜美枝／笠原寿子／竹
内弘道／松尾うた子
［入会］
■F・京子さん
鷹番在住で84歳。３月17日、ご主人(90歳)がご
子息二人と見学にみえ、入会しました。
［退会］
■能勢靖夫さん
３月から金曜日に腎臓透析を受けることになり、
継続参加できなくなりました。一昨年のたけのこ
広場で入会。以来、熱心に活動してくれました。
［ご逝去］
■太田銀子さん
２月５日、東京共済病院で永眠。79歳でした。
数年前から特養・青葉台さくら苑で暮らしていま
したが、近年は入退院を繰り返していました。

■笠原秀夫さん
２月17日、虎ノ門病院で永眠。10日に94歳の誕
生日を迎えられたばかりでした。
□
お二人ともたけのこ発足時からの会員でした。
慎んでご冥福をお祈りします。

介護・福祉関連情報
■区立介護施設で指定管理者制度スタート
「指定管理者制度」というのは、国の行財政改
革の方針に沿って、公的な施設の運営を民間に開
放するというものです。区の福祉関係施設につい
ては選定の結果、(社福)目黒区社会福祉事業団が
指定を受けました。指定期間は３年(２施設につ
いては１年)です。今後、特養やデイサービスで
サービスの向上と経営の合理化が進められます。
基本デイでは４月から、サービス時間の延長が実
現。現在の４－６時間から６－８時間の利用が可
能になりました。
事業団は新設の地域包括支援センターでも東部
と西部、２カ所の運営を受託しました。大幅な人
員配置の変更が行われ、パート職員や新人が増え
ると思われます。利用者側の情報・要望を再確認
するよう心掛けましょう。
■区主催の認知症家族会 18年度の開催予定
［目黒保健センター すみれ会］
毎月第２金曜日9時30分より。認知症相談会は第
２木曜日午後２時から。問い合わせ 5722-9504
［碑文谷保健センター すずらん会］
５月11日／７月13日／９月14日／11月９日／１月
11日／３月８日 午後１時30分より。
認知症相談会は毎月第１または第２金曜日。問い
合わせ 3711-6446
■映画「明日の記憶」５月13日封切り
若年認知症をテーマにした作品で、主演は渡辺
謙と樋口可南子。彩星の会が全面協力しました。
東映本社での特別試写会に参加した糀田さん、渡
辺謙さんと握手してきたそうです。

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(幹事・竹内弘道)
目黒保健センター

℡ 3719-5527

℡ 5722-9504

東部保健福祉サービス事務所
目黒区社会福祉協議会

℡ 5722-9702

℡ 3714-2534

