
目 黒 認 知 症 家 族 会　　　た け の こ 会 報

Vol.7 No.2 通巻24号 平成22(2010)年4月25日発行 1－3月号

たけのこ広場

　今野沙也子さんが学芸大学を卒業し、千葉県の福祉施

設で社会人のスタートを切ります。福祉の勉強のかたわ

ら、埼玉県ふじみ野市から１年間、たけのこに通ってく

れました。別れにあたり、認知症の人や家族に触れ合え

た経験を大切に福祉の仕事に取り組む、と言ってくれま

した。大学の後輩にもたけのこへの参加を勧めると。

　毎年、たけのこのボランティアを卒業し、新たな人生

に旅立っていく人がいます。夫の東京勤務を終え秋田市

へ帰った加藤さん、両親の暮らす北海道北見市で音楽療

法士として活動している西原さん。千葉県富津市で農業

を始めた村上さんは、たけのこを離れても協力会員とし

て支えてくれています。

　たけのこのボランティア・スタッフは主に社協のボラ

ンティアセンターが広報誌などを通じて募集します。国

立音楽院は音楽療法コースの学生に研修先として勧めて

くれます。会員の個人ルートで参加してくる人もいます。

ホームページで探して連絡してくる人も増えました。ホ

ームページからは福祉や看護の学生たちがスポット見学

の申し込みをしてきます。

　介護の仕事から若い人たちが離れていく、福祉系の学

校に学生が集まらないといわれています。一方で、今野

さんのように真剣に認知症介護に向き合おうとする若者

も確実に増えています。たけのこは、認知症の人と介護

をする人が一緒に活動しています。介護施設にはない

「家族の結びつき」を体験できる、数少ない場であると

思います。たけのこの経験は介護の現場で大きな助けに

なるでしょう。家族の絆が希薄になっている今、たけの

このミニデイ活動は認知症介護の「在り方」を次世代に

伝える重要な役割を担っています。

　

たけのこを、次代へつなぐ
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介護費用は10年で２倍に

　介護保険制度は介護地獄にいた家族を救いまし

た。保険サービスの利用者は増え、隠れていた介

護ニーズが一気に表に出てきました。介護に使わ

れるお金はこの10年で２倍強と国の想定以上に膨

らみ、わたしたちの払う保険料も全国平均で月額

1,200円強値上がりしました。

　国は介護に金をかけるなという「介護給付費適

正化」の方針を打ち出しました。“認知症の人の

見守り”“散歩の介助”“同居家族がいる人の訪

問介護”などの利用が厳しく抑制されました。

医療と介護のハザマで困惑

　病院に入院すると介護保険は使えなくなります。

健康保険(医療保険)との併用ができないからです。

相談相手がケアマネから病院の相談員に移ります。

病気・怪我の治療が終わると、直ちに退院を促さ

れます。すぐ自宅に帰るのはむずかしいというケ

ースでは、病院と自宅の中間に位置付けられる療

養・リハビリのための施設に転院します。「介護

療養病院」とか「老人保健施設(老健)」と呼ばれ

るところです。でも、これが圧倒的に不足してい

ます。どこに良い施設や病院があるのかといった

情報もお寒い限り。相談員から渡されたわずかな

リストを手に、家族は自力で探すことになります。

目黒区内には介護療養病院は１カ所、老健も２つ

しかありません。

　国は療養病院は将来廃止し、その機能を老健や

特養に移行するといっています。

「地域密着型は在宅の切り札」というが…

　在宅介護を支援するため、06年に導入された

のが「地域密着型サービス」です。町中にあって、

小規模で行き届いた介護ができる場所、自宅と変

わらない雰囲気でゆったりと過ごせる場所。役所

的には「施設介護」ではなく「在宅介護」の領域

にくくるのです。しかし数が少なく、利用者も限

られています。

　「地域密着型」はこの４年間、増えていません。

出来る気配も「？？」です。それなりの補助政策

はあるものの手を挙げる事業者がいないのです。

一方で、利用者も低迷しています。定員に満ちて

いるのはグループホームだけ。認知症デイの利用

率は５～７割程度です。これは一体どういうこと

なのか？経営しにくい業態なのか？利用しにくい

サービスなのか？メリットが周知されていないの

か？あるいは制度そのものに欠陥があるのか？

　国は「在宅介護」と「地域密着型」のグランド

デザインを、介護事業者にも利用者にも充分に示

せていないといえましょう。

　2000年４月にスタートした介護保険制度は「介護の社会化＝介護は社会が支える」
をうたい、施設介護から在宅介護への転換を志向しました。しかし、“在宅”を支援
するサービス網の整備は一向に進んでいません。

特集 

介護保険制度の10年

認知症デイ

小規模多機能ホーム

認知症グループホーム

夜間対応型訪問介護

小規模特養・老人ホーム

事業所数

５

１

４

１

０

定員(人)

56

25

54

300

―

■目黒区内の地域密着型サービス

認知症デイサービス

介護者・事業者の交流を

互助の力で、知恵を出し合い

公的保険で使える介護と医療のサービス

●近所にあって、自宅に近い雰囲気
●緊急ショート(介護者の仕事や体調不良時)に対応
●ミドル＆ロングステイ(数週間～数ヶ月)に対応
(介護者の入院や長期出張時)

こんなサービスがあれば、「在宅」でがんばれるかも？
□デイサービス(小規模・認知症対応)
・早朝から夜間までのフレックスタイム(朝７時～夜９時)
　介護者の生活や本人の生活リズムに合わせて利用時間を自由に設定できる
□訪問介護
・長時間の「見守り」「寄り添い」
・病院内の付き添い、手続き
・夜間や早朝の訪問
□小規模ショートステイ(デイやグループホームに併設　定員５人程度)

□訪問診療・訪問看護
・夜間、緊急時でも来てくれる
・最期の看取りをしてくれる

ぜ
ひ
欲
し
い

自宅を病室と考え、
医師･看護師が回診する
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消費者ニーズに添った「サービス設計」を！
・介護保険サービスの使い勝手を良くする。
・保険外サービスの品揃えをすすめる。

健康保険

①グループホーム

②小規模多機能型施設
(デイ＋ショート＋訪問介護)

③認知症対応デイサービス

④夜間対応型訪問介護

⑤24時間対応の訪問看護
24時間対応の訪問診療

⑥一般デイ／訪問介護／訪問入浴／介護用具 など

⑦ショートステイ

⑧老健(リハビリ・介護)
※通過施設

⑨特養ホーム
　有料老人ホーム
※定住施設

療養型病院
(リハビリ・療養)

急性期病院
(治療をする病院)

かかりつけ医

※①～④は介護保険制度の「地域密着型サービス」
　⑤～⑧は介護保険の従来型サービス

介護保険

訪問看護

治ったら、即、転院
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

3月5日

1月15日
明けましておめでとう。
今年も笑顔で行きましょう。

2月5日

♪

2月19日

琴の演奏会。山口明美さんひとりでが
んばってくれました。今野沙也子さん
がお別れのごあいさつ。

佐藤まさ志さんの大道芸。
今年は伊勢太神楽。

みんなで「たけのこ広場」の製本作業。
カバーガール(表紙)は土屋睦さん。

3月19日
地域ケア推進課・高谷さんのハーモニカ。
芳枝さんと伊代さん「96歳のツーショット」。
たけのこミニデイの新記録。

♪

♪

♪



　権利擁護センター「めぐろ」主催。４人の区民

が参加し、めぐろ成年後見ネットワーク代表で弁

護士の伊東大祐さんと副代表の司法書士・山本見

知子さんを交え質問や意見を交わしました。親族

後見人というのは、配偶者や子、親兄弟などで成

年後見人になっている人のことで、たけのこから

は今里智恵子(夫の後見人)・竹内弘道(母の後見

人)の二人が出席しました。

　弁護士など専門の第三者を後見人にせず「身内

で」後見している人にとって、家裁への報告など

実務面でむずかしいことが少なからずあります。

そこをサポートしたいと今回の親族交流会は企画

されました。しかし区報を見て申し込んできた人

は二人だけ。それも話を聞いていくうちに成年後

見制度の利用者ではない(勘違い)ということが分

かり、この制度が浸透していない現実をあらたら

めて認識しました。

　2月18日付け日経夕刊。各地の介護者の会の活

動が紹介されました。介護保険制度がなんとか定

着したなかで、“介護する人”の疲弊や困窮が問

題になっています。厚労省もやっと「介護者の実

態調査」(08年)を行いました。記事では静岡や東

京・杉並などとともにたけのこのケースも紹介さ

れました。国会でもようやく「介護者を支援する

法律」の論議が始まろうとしています。

　国際医療福祉大学院准教授・小野寺敦志氏の座

談講演。「認知症の症状をどう理解するか」「症

状への対応」「介護家族の心のありよう」につい

て話を聞き、後半は質疑応答でいくつかの家族の

事例を皆で考えました。主なポイント―

BSPD・周辺症状(行動と心理症状)を本人の立場

になって考える。

トピックス
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　☆その症状はなぜ生じるのか？

　☆本人はどのようにまわりを理解し、行動して

　　いるのか？

　☆本人の心のありようは？

「BSPDはゼロにはならない」ことを納得し、

“妥協点”を探る。

「認知症になっても安心して暮らせる町づくり

100人会議」が主催する、認知症についての総合

的なキャンペーンの年次報告会。

2009事業活動の概況

□認知症サポーター100万人キャラバン

　累計サポーター数が約150万人に到達。

□認知症の人「本人ネットワーク」支援

　①認知症の人たちの日帰り交流会の実施 ②支

援者養成研修の実施と本人支援の実践報告 ③本

人によるインターネットなどでの情報発信―など

□認知症の人や家族の力を活かしたケアマネジメ

ントの推進

　①各地の家族会の協力で「センター方式」の普

及活動 ②専門職の「センター方式」研修で家族

の活用事例を報告 ③ケア職、家族、支援者が一

緒に学ぶ研修会の実施―など

□「認知症でもだいじょうぶ」町づくりキャンペ

ーン

　全国55の活動事例から以下の７つが“町づくり

2009モデル”として推薦され、当日発表。

①北海道小樽市「市民後見活動」

②香川県高松市「認知症の人が運営に関わる朝

市・地域食堂」

③愛知県東海市「認知症買い物セーフティネッ

ト」

④東京都杉並区「杉並方式の介護者の会運営」

↓まず、☆について
対応のヒントを探す

学習会「認知症の人の気持ちを考える」
２月19日　中目黒スクエア２階和室

親族後見人交流会
１月25日　総合庁舎別館４階社協研修室

「認知症を知り 地域をつくる」キャンペ
  ーン報告会　３月６日　日経ホール

日本経済新聞記事
「介護者の会」支えたい
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⑤東京都小金井市「共生を軸にした認知症地域支

援」

⑥熊本県「行政・県民一体の認知症でもだいじょ

うぶなまちづくり」

⑦静岡県富士宮市「若年認知症夫妻と支援者の出

会い」

　

　地域ケア推進課主催の介護家族を対象にしたセ

ミナー。午前中はグループホームこまばと特別養

護老人ホーム東山を見学(希望者のみ)。午後は約

60人の区民が参加し講演と介護者交流を行いまし

た。

　「高齢化社会をよくする虹の仲間」の寸劇の後、

野原すみれ氏の講演「がんばらない介護ってな～

に？」を聞きました。

□講演のポイント

・よい介護とはがんばらない介護

・公的サービスを目一杯利用

・行く場所があり、知り合いがいる幸せ

・老い支度、死に支度は早めに

　その後、小グループに別れ、包括支援センター

職員をファシリテーター(進行役)に家族交流しま

した。たけのこからは赤崎・岡・竹内・横尾が参

加しました。

　めぐろ成年後見ネットワーク主催。講師は弁護

士の鹿野真美さん。約30人の参加者でした。

　成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後

見制度」があります。

　鹿野弁護士が「任意後見契約公正証書」のひな

形を参考に、「任意後見の利用の仕方」「法定後

見とのちがい」「任意後見から法定後見に移行す

る方法」などを解説しました。

 認知症サポーターステップアップ講座修了者の

有志が「認知症サポーターズクラブ(仮称)」を結

成しました。この日はたけのこからも赤崎・岡・

竹内・松木・村上が出席。グループワークでミニ

デイ＆家族交流の運営のポイントなどを話し合い

ました。近々、青葉台一丁目アパートの集会室を会

場に介護者支援の活動をスタートさせる予定です。

 ４月から包括支援センターの「土曜営業」がス

タートします。日曜・祝日、時間外の連絡網も整

備し、緊急対応にも応じるとのことです。

包括支援センター、4月から土曜日も開設

講演会「任意後見制度とは？
　　　　 ～自分で決める自分の老後～」
３月18日　総合庁舎別館４階社協研修室

介護者交流セミナー「がんばらない介護」
３月９日　総合庁舎2階大会議室

（仮称）認知症サポーターズクラブ発足準備会
 ３月19日　総合庁舎地階第15会議室

対象は判断能力が不十分
な人。
親族、弁護士などが後見
人に。

家庭裁判所が後見人
を選任

対象はまだ元気な人。
個別に任意後見の契約を
し、判断能力が不十分に
なったとき、その任意後
見人が本人を援助。

本人と任意後見候補
者の間で公正証書で
契約

法定後見

任意後見



目黒認知症家族会  たけのこ

□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
　・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

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

e-mail　
　 takenoko＠kazekusa.jp

人人 ひと・往来1－3月の活動から

検索たけのこＨＰ

［見学］
■めぐろ権利擁護センターの功刀(くぬぎ)さん
　１月15日。１月25日に同センターが初めて開催する

「親族後見人交流会」の案内に来ました。

■ニチイ学館の山内さんと中村さん
　２月５日。目黒本町の小規模多機能ホームについて

の案内に来ました。

■ネクサフーズの松下誠さん
　２月19日。介護食品のメーカーで、家族会の活動を

知りたいということで来ました。

■サニーパレス京橋の松田隆之さん
　３月５日。１月末にオープンした介護付き有料老人

ホームの案内に来ました。

■訪問指導員の大越さん
　３月５日。中央地区で長く巡回訪問をしています。

ミニデイ参加のあと家族交流会に加わり、貴重なアド

バイスをしてくれました。

［ボランティアスタッフ］
■今野沙也子さん
　学芸大学を卒業し千葉県の福祉施設に就職するため、

２月５日が最後の活動でした。４月からは協力会員と

して支えてくれます。

　２月15日、代官山のレストランでボランティア有志

による送別会をしました。

■琴の演奏会
　２月５日。今回は山口明美さんが「みだれ」「お江

戸日本橋」「竹田の子守唄」などを演奏してくれまし

た。「エーデルワイスの歌」が素敵でした。

■学習会「認知症の人の気持ちを考える」
　２月19日。国際医療福祉大学院・小野寺敦志氏の講

演。認知症特有の心理の動き、介護家族の心的ストレ

スなどの勉強をしました。

■大道芸
　３月５日。佐藤まさ志さん、今回は伝統芸「伊勢太

神楽」。伝承するのは日本でも数人という貴重な芸能

です。

■施設見学　デイサービス・ディリィ
　2月19日。きよしさんの利用を促すための下見。赤

崎・岡・村上・竹内さんが同行しました。田川施設長

や高木職員と通所に結びつけるための作戦を立て、３

月から「当面は夫人同伴のデイ通い」を始めました。

慣れ具合をみて夫人離れを進めます。

■施設見学　ニチイのやわらぎ目黒本町
　2月19日。ディリィを見学した足で訪問。“小規模

多機能ホーム”についての説明をよく聞いてきました。

3月15日には永澤タカ子さんと竹内さんで再度訪問。

瀧雄さんの利用を前提に管理者の中村二三代さんと

突っ込んだ話し合いをしました。

■施設見学　サニーパレス京橋
　3月25日。八丁堀駅近くの有料老人ホームです。協

力会員の桑野惠子さんと竹内さんで見てきました。元

は診療所として使っていた建物を中央区が改築し、運

営を(株)サニーペットに委託したもので、内部の構造

はいかにも病棟風です。夜間も看護師を配置、胃ろう

などほとんどの医療対応が可能で、「最期までお世話

します」とのことです。体験入所で“たけのこ向け料

金”を出してくれました。緊急ショートにも使えます。

　○入居一時金　1380万円～1780万円

　○月額利用料　約22万円(他に実費３～７万円)

　○ベッド数　65

　○体験入居(ショートステイ)料

　　　8400円(～要介護３)　10500円(要介護４～)


