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「井の中の蛙」では進まない
認知症啓発イベント「たけのこ広場」は年ごとに定着
と広がりを増しています。たけのこのメンバーだけでは
ここまでの成果を上げることはできなかったでしょう。
成功の要因のひとつが区の保健師の全面的な協力を引
き出せたことです。保健師との連携は「町づくりキャン
ペーン2008モデル」に選ばれた大きな要因になりました。
2006年からは地域包括支援センターも加わり、官(区)・
公(包括)・民の連携モデルが固まったと思います。
「たけのこ広場」を支えるもうひとつが区外のみなさん
の協力です。小野寺敦志さんと宮永和夫さんはスタート
時から欠かさず指導・相談にあたってくれています。お
二人とは首都圏各地の家族会が交流する場、「介護者の
会ネットワーク会議」を通じて出会うことができました。
ネットワーク会議のメンバー、西沢恵さん(世田谷・おし
ゃべり会)、干場功さん(若年認知症・彩星の会)、小林

孝彰さん(認知症ケア町田ネット)は毎回、交流会で貴重
な話をしてくれます。今年も多くの他区の人が出かけて
きてくれました。地域主催の「たけのこ広場」ではあり
ますが、広く開かれた認知症交流の場として定着してき
たと思います。
第２回(2005年)から相談医をお願いしている楢林洋介
さんは、たけのこ広場の“かかりつけドクター”です。
昨年、ミニフォーラムで認知症サポート医のことを話し
てくれた清水惠一郎さんも今年は相談医として加わって
くれました。地域医療ネットワークも確実に歩みを進め
ています。
□
たけのこという小さな井戸から飛び出した先に「たけ
のこ広場」がありました。「井の中の蛙」では、ここま
で進めなかったでしょう。

特集

第６回たけのこ広場

確かな手ごたえ感じた「たけのこ広場」
６月７日に目黒区総合庁舎大会議室で開催した「第６回たけのこ広場」
には、148人が集まりました。リピーターも20人を数え、「６月最初の日
曜日はたけのこ広場」というイメージが定着しつつあると感じます。

交流会に80人
７テーブルで交流会を行いました。小野寺敦志
先生(国際医療福祉大学院)と包括支援センター、
地域ケア推進課のスタッフが進行役を務めました。
家族をミニデイに預けられるというので参加した
という人、目黒で一人暮らしの親が心配で小平か
ら来た人、読売の記事を見てはるばる埼玉県の小
川町から訪れた人･････、交流会を主な目的に来
た人が多かったようです。顔なじみのリピーター
も目立ちました。

ミニデイ利用は10人
やや人手不足

事前の問い合わせ活発
チラシ2500枚、ポスター450枚を地域ケア推進
課から区の窓口、包括支援センター、住区センタ
ー、老人クラブ、民生委員などに配布。区、老人
いこいの家、町会の掲示板などの他、公衆浴場に
もポスターを掲示してもらいました。たけのこの
会員から手渡しで400枚、ダイレクトメールも120
通出しました。
５月15日に予定していた「めぐろ区報」での告
知が急遽、新型インフルエンザ特集に変わったた
め25日号にずれ込みました。しかし、写真付きで
大きく掲載されたこと、また同日に読売新聞にも
紹介記事が載ったことなどから申し込みや問い合
わせはいつもより多く、個別相談の事前予約は９
件、一般申し込みが12件、ミニデイの利用希望が
５件ありました。

ミニフォーラム
「認知症 こんなときどうする？」
認知症専門医の宮永和夫さんと田所佳子保健師
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の出演で「暮らしの場で認知症とどうつきあう
か」を話し合いました。認知症にどう気付くか、
医療や福祉サービスへの相談の方法などを具体例
をあげて、初心者にも分かりやすく話を進めまし
た。６月から75歳以上に導入された自動車運転免
許更新の際の「認知症テスト」の問題点、目黒医
師会が区内５大病院と開業医の間の認知症連携を
促すために始めた“医療パス”のことなど、タイ
ムリーな話題にも言及しました。なお聴衆の質問
カード用に、選挙管理委員会から100冊のメモパ
ッドの提供がありました。

個別相談に13家族・17人
個別相談は清水惠一郎医師と楢林洋介医師の二
人態勢で臨みました。事前予約は10家族。７家族
を正予約、３家族を待機扱いとしました。加えて、
当日の相談希望が３人出ためて、併せて13家族・
17人を面談。宮永先生にも２組対応してもらいま
した。楢林先生はがんばって７組の相談に応じて
くれました。

たけのこのメンバー５人に加え、初めての人が
５人ミニデイを利用。保健師さんが新型インフル
エンザの発熱相談センターへ応援に回ったため、
やや人手不足でした。見学者も多く、すこし落ち
着かない雰囲気になってしまった感があります。
風船バレー、アロマセラピー、ストレッチ体操、
音楽活動などを行いました。途中、二班に分かれ
て屋上の「十五(とうご)園」にも散歩に行きまし
た。夕方、宮下やよいさんが体調を崩し、清水先
生に診てもらうというハプニングがありました。
午前中の準備段階から入ってくれたので疲れたの
かもしれません。

参加者数

フィナーレにハーモニカ演奏
４時15分からフィナーレ。青木篤三さんが来場
者にお礼のあいさつをし、地域ケア推進課の高谷
(こうや)律子さんのハーモニカ演奏で、なつかし
い歌を合唱して散会しました。

(

) 昨年実績

たけのこ

22(29)

たけのこサポーター

10(12)

区の保健師

４(９)

包括支援センター

11(９)

区職員

５(５)

社会福祉協議会

１（１）

相談・指導の講師

４（４）

合計

57(60)

一般住民

63(46)

介護事業者

６(９)

行政・公共団体職員

５(７)

メディア・企業

２(２)

その他

10(10)

合計

91(72)

総計

148(132)

※一般参加者の内リピーター20人・区外12人
相談・指導講師の人たち／
小野寺敦志氏(国際医療福祉大学院)
清水惠一郎氏(阿部医院)
楢林洋介氏(楢林神経内科クリニック)
宮永和夫氏(ゆきぐに大和病院)
金額 ( 円 )

備考

通信費

9,200

ＤＭ送料

消耗品・雑費

2,000

筆記具、紙代など

印刷費

4,000

コピー代

合計

15,200

※講師料は目黒区「認知症専門家等派遣補助制度」の
支援を受けました。
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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3日

5月1日

最高のお天気、満開のお花見！

手話ダンスのあと、中目黒公園で音楽活動。
公園は子どもがいっぱいで、いいですね。

4月17日

久しぶりの若いボランティア、今野さん。
大事にしなけりゃね。町づくりキャンペー
ンの副賞でゲットしたデジカメ、使い初め
は中野さん。

♪♪

album

♪

♪

5月15日
再び中目黒公園。「花とみどりの学習
館」ではハーブティーの無料サービス。
30円のパンにもご満悦。

♪

♪

6月5日
香港園。40人の大宴会。

♪
4
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トピックス

施設(老健)」がある。しかし、老健は数が足りず

人が顔を揃えました。たけのこからは笠原寿子さ

タベースが更新され、たけのこの事例もデータ化

地域密着型サービスが相次いで休止、
事業譲渡

入所がむずかしい。認知症の人には環境変化を最

んと竹内弘道さんが出席しました。

されました。2004年度から2008年度までの全応募

ダスキンゼロケアは目黒本町の小規模多機能型

るほうがよいのだが･････。

人に達しました。21年度中の目標2000人は射程圏

□自宅での療養を助ける訪問看護

内です。総人口に占めるサポーターの割合では目

認知症100人会議

医師(病院)と連携して「在宅療養」を進めるの

黒区は23区内の４番目という好位置。トップは足

http://www.ninchisho100.net/

が訪問看護サービス。始める際には医師の「指示

立区、ビリは中野区です。目黒区では小規模な出

ジャパンケアサービスの夜間対応型訪問介護

書」が必要(手続きは訪問看護ステーションがや

前講座の開催が活発で、昨年度はそこから512人

「ハッピー学芸大学」は昨年11月から１年間の休

ってくれる)。訪問看護サービスには医療保険で

のサポーターが誕生しています(区主催の講座か

たけのこ版認知症サポーター養成講座
６月19日 中目黒スクエア第４会議室

止に入っています。休止の間は同社の品川区内オ

行うものと介護保険を利用して行う２種類がある

らは160人)。

10時30分から１時間半行いました。「認知症の

ペレーションセンターが、現在の利用者(38人)に

(これ、すごく分かりにくい！)。

対応します。このサービスは３年前に300人の利

□訪問看護で行うこと

施設をニチイ学館に譲渡しました。４月からの事
業者変更にあたって、料金体系やサービス内容に
ついては「変更ない」としています。

用を見込んでスタートしたものの利用者が伸びず、

小化するためにも、できるだけ短期入院を交渉す

排便の改善(摘便、浣腸など)／手足のマッサー

「今後増えれば再開する」ということです。区も

ジ／傷の処置／薬剤の投与／褥そう(床ずれ)処置

「１年間は様子を見る」としています。

／経管や点滴など。

20年度末で目黒区の認知症サポーター数は1595

基礎」について約30分、その後、南部包括支援セ

予定されています。出前講座と併せ600人超のサ

ンターの白井みゆき保健師が「認知症を取り巻く

ポーターを養成する計画です。

支援態勢と制度」について話しました。残りの30
分では、土屋さんと宮下さんに入ってもらい事例

地域ケア推進課と認知症の支援態勢

爪切り、足浴、マッサージなど、軽い仕事から

のような「変更」が相次いでいます。ケアサービ

導入するのがよい。訪問看護が入ることで、(ヘ

旧包括支援調整課を改組・発展させ、６階に地

スの認知症対応デイサービスの廃業、コムスンの

ルパー拒否の人なども)他のサービスを受け入れ

域ケア推進課ができました。旧包括支援調整課の

やすくなる。

メンバーに、３月で廃止された保健福祉サービス

□終末期の介護

事務所の一部スタッフが合流。サービス事務所に

て今回の２例です。事業者の経営姿勢には大いに
問題がありますが、地域密着型サービスそのもの
の制度上の欠陥も大きいように思えます。

研修会「訪問看護の現状とこれから」
５月14日 東京ウィメンズプラザ視聴覚室
介護者の会ネットワークとアラジンの主催で初

所属していた保健師もほとんどがこの課に移動し

どるので、訪問医療チームをうまく組めれば在宅

ました。「地域ケア推進係」「相談支援係・保健

で看取ることも可能。普段から「食べられなくな

係」「介護予防係」の３つのセクションがありま

ったら、どうする」という意思決定を話し合って

す。

う)・点滴・リビングウィル・成年後見など。

中心に30人が出席、たけのこからは４人が参加し

認知症の在宅ターミナルについては、今後も多

ました。講師は白十字訪問看護ステーション所長

くの情報を集め勉強をしていきたいと思います。

保健師がおり、認知症家族などに対する相談・支援

認知症サポーターが100万人に到達

話し合いができたと思います。

区主催・前期認知症サポーター養成講座
６月20日 総合庁舎２階大会議室
84人が受講しました。地域ケア推進課の杉田聡
美さんの司会で始まり、中央包括支援センターの

の秋山正子氏。内容は初めて聞く用語なども多く

キャラバン・メイト連絡会
５月21日 総合庁舎Ｅ会議室

認知症サポーターが５月で100万人を突破しま

大場昭彦さんがメインの講義を行いました。「家

した。認知症サポーター養成講座は「全国に100

族会から伝えたいこと」のコーナーで竹内弘道さ

キャラバン・メイトというのは認知症サポータ

万人のサポーター」を目標に平成17年にスタート

んがたけのこの活動を話しました。

ー養成講座を企画し、講師を務めることのできる

しました。予定より10ヶ月早く目標を達成したこ

養は自宅で」という流れ。病院からすぐに自宅に

人材で、現在、目黒区には93人のメイトがいます。

とになります。

戻れない人には中間にリハビリ目的の「老人保健

地域ケア推進課が主催したこの日の連絡会には36

かなりむずかしかったのですが、心に留まった部
分をまとめます。
□病院と老健と自宅
現在の制度は「治療のための入院は短期で、療

6

介護者の暮らしをどうサポートするか、具体的な

相談支援係・保健係には区内５地区に対応した
にあたります。訪問指導業務もここが担当します。

めて行う研修会です。各地の家族会のメンバーを

検討。たけのこの関係者以外に４人の人が参加し、
それぞれの思いを語り合いました。認知症の人と

認知症の人は寝付いてからは案外早い経過をた

おくことが大切。入院か在宅か・経管栄養(胃ろ

記サイトへ。

今年度、区主催の大型講座(100人定員)は２回

地域密着型サービスは平成18年の導入以来、こ

“指定打ち切り”によるグループホーム譲渡、そし

事例 291がすべて検索できます。詳細な情報は下

「認知症でもだいじょうぶ」町づくり事例デー

講義の途中でいくつもの質問が入ったり、講座
終了後も多くの人が質問や相談に訪れるなど、い
つにも増して活発な会になりました。
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人人 ひと・往来

4－6月の活動から
■目黒川のお花見
４月３日。桜は満開、最高のお花見になりました。
中野さんはこの日がたけのこの初日。久しぶりにＨ・
ひろしさんも顔を見せ、ボランティアセンターの車椅
子を借りて目黒川遊歩道を区民センターまで往復しま
した。

■手話ダンスの後、“公園デビュー”
５月１日。手話ダンスを楽しんでから、目黒川に完
成したばかりの歩行者専用橋を渡って、中目黒公園で
音楽活動。佐藤澄子さんのアコーディオンに他のグ
ループも集まってきて、一緒に歌いました。なんか、
いい雰囲気でした。

［取材・調査］
■日テレアックスオン・林さん
４月17日。日本テレビの番組を制作する会社。ミニ
デイと家族会の模様を見学していきました。
■東洋大学の金東善(キム・ドンソン)さん
福祉社会デザイン研究科の金さんのアンケート調査
に協力しました。介護者の負担と悩みをテーマに、日
本と韓国の比較研究をするとのことです。
［入会］
■中野喜一さん
大正13年生まれの85歳。10歳以上は若く見えます。
［ボランティア］
■今野沙也子さん
東京学芸大学の４年生。埼玉のふじみ野市から通っ
てくれます。
■山本徹さん
会社から午前中のボランティア活動を認められての
参加です。
■但田(たじた)初美さん
目黒４丁目在住。
「たけのこ広場」の交流会にも参加。
■齊本(さいもと)さなえさん
病院勤務の看護師さんです。勤務を調整して参加し
てくれます。

たけのこの活動

■中目黒公園でハーブティーを楽しむ
５月15日。前回に続いて中目黒公園で音楽活動。そ
して「花とみどりの学習館」で休憩。毎月15日はボラ
ンティアグループによるハーブティーのサービスデイ。
公園で栽培しているハーブです。手づくりパン(30
円！)もおいしかったあ。
■香港園で食事会
６月５日。約40人が参加。食事の後はアトレ２でお
茶(ビールも)。こちらにも15人が参加。

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 ９時半～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
・一般会員 3,000円(家族単位)
・協力会員 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

■新年度の会員数
６月末のメンバーは以下のとおりです。
正会員 23家族・46人
協力会員 20人
サポーター 18人
ほかに約30人(数グループ)がボランティアとして支援
してくれています。
［行事予定］
■包括支援センターとの懇談会
８月21日。地域での認知症ネットワーク、介護者支
援について話し合いを深めます。
■たけのこ版認知症サポーター養成講座
９月18日。たけのこの会員・サポーターを中心に
「ミニデイの運営方法」をテーマにした上・中級講座
を行います。
■旅行会
10月28日(水)・29日(木)、山梨県の明野温泉へ出か
けます。

たけのこ

ージ
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たけのこホームページURL
http://takenoko.kazekusa.jp/
e-mail
takenoko＠kazekusa.jp

