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たけのこ広場

　たけのこは、４月１日で12歳になりました。十二支を

一回りしたわけです。干支は寅。

　1998(平成10)年、目黒保健センターの家族会に参加し

ていたメンバーが自主グループとして独立。保健センタ

ーと東部保健福祉サービス事務所、そして目黒区社会福

祉協議会の三者で支援態勢を整えてくれました。

　2004(平成16)年から認知症啓発イベント「たけのこ広

場」を始めました。保健所・区の地域福祉担当・社協と

の連携がこのイベントを通じて一挙に強まりました。イ

ベント「たけのこ広場」の開催に合わせ、会報「たけの

こ広場」(年４回刊)も創刊しました。

　会報「たけのこ広場」は福祉部門と包括支援センター

を通じ、認知症啓発の役目を果たしています。認知症で

悩む人たちが「区や包括支援センターのスタッフに伴わ

れてたけのこを訪れる」というパターンが定着しました。

2007(平成19)年2月のホームページ開設を機に、各方面

からの問い合わせ・相談が増え、区外の会員も誕生。協

力会員として活動を支えてくれる人も増加しました。

　2008(平成20)年からは「たけのこ旅行」がスタート。

ボランティアスタッフの見守りを受け、家族はリラック

スしたひとときを過ごしています。ボランティアさんは

たけのこの誇りです。半数が10年選手、創立以来という

人が３人もいます。

　2009(平成21)年３月にはこうした活動を評価され、

「認知症でもだいじょうぶ」町づくりキャンペーンの

“町づくり2008モデル”に選ばれました。

□

　認知症の本人と家族、複雑な相互依存関係にある両当

事者を「共に」受け入れる。たけのこのミニデイ方式が

次第に認められてきた12年です。

支え合って、12年
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各方面で、関心高く

　読売新聞が昨年に続

き、５月23日の日曜版

に開催告知を掲載。

　広報課による報道機

関向けプレス・リリー

ス(５月27日)にも反応

があり、東京新聞は「すばらしい内容なのできち

んとした紹介記事にする」と、事前取材に訪れ、

６月５日「地域の情報 山手版」にカラー写真入

りの紹介記事を載せてくれました。

　これらの記事を見て、三鷹市や埼玉県八潮市な

ど遠方からの参加者がありました。

　当日は産経新聞社会部が終日取材し、「医療最

前線」という連載コラム（６月15日付）でリポー

ト。初めて取材チームを送り込んできた広報課は、

開催翌日には目黒区ホームページ「今日このご

ろ」欄で、詳細なレビュー記事を掲載しました。

ミニフォーラム「認知症 将来への備え」

　認知症サポート医の阿部医院・清水惠一郎さん

と権利擁護センター「めぐろ」の宮本有希子さん

を迎え、「入院」「摂食障害」にフォーカスして

約１時間、話し合いました。

・認知症に精通したかかりつけ医と密に連絡

・リビング・ウィルを日ごろから話し合う

・地域包括支援センターに相談を

・権利擁護サービスの活用

などの提言をもらいました。

介護者の交流会

　８つのテーブルで約100人が介護の悩みを話し

合いました。地域包括支援センターと地域ケア推

進課のスタッフがファシリテーター(進行役)を務

めました。「ミニフォーラムと両方参加」という

人が年々増加、2本柱の企画が定着した感じです。

今年は東部地区の参加者が24人とひときわ目立ち、

６月６日の「第７回たけのこ広場」には166人が集いました。
スタートした2004年に比べると、２倍の規模に成長したことになります。

７年で、大きく育った「たけのこ広場」

報告　第７回たけのこ広場

ミニフォーラム

昨年多かった北部と南部からの参加が低調でした。

区外からも10人が来てくれました。「たけのこの

人の話で力が湧いた」などの声が多く聞かれまし

た。他の家族会や介護者支援の会の来場も多く、

たけのこの取り組みが広く注目されてきたことを

感じました。

個別相談に11家族

　楢林洋介さん(楢林神経内科クリニック)と宮永

和夫さん(ゆきぐに大和病院)による個別相談には

６人が予約。当日、予約外の希望者が５人出たた

め、フォーラムを終えた清水惠一郎さんが手伝っ

てくれ、全部で11家族の相談に応じました。

体験ミニデイ　お茶に散歩に音楽・手品

　音楽タイムにはボランティアお休み中の境野さ

んが久しぶりに加わりました。アロマテラピーの

鈴木さんもかけつけ、宮下由香さんがアシスタン

トで元気な顔を見せてくれました。今年から手伝

ってくれた大橋手品クラブからは４人が参加。

　ミニデイ利用者は７人。たけのこ外は２人で、

内1人は昨年に続いての参加。民生委員の打越さ

んのお母様は痰がからみ勝ち。岡田園子看護師

(協力会員)の手馴れたケアはさすがでした。

□

　エンディングは今年も地域ケア推進課・高谷さ

んのハーモニカ。みんなで歌って締めました。

主な来場者アンケート

・(メール案内を受け)わたしのこと覚えてくれていて、

　ありがとう(介護者)

・認知症と診断されている。考えをしっかり持ちたい

　と思った(認知症の本人)

・目黒区の高齢者支援の充実にびっくり(八潮市介護

　者)

・権利擁護センターの役割を知った(事業者)交流会

エンディングのハーモニカ演奏

体験ミニデイ

たけのこ 会員

同 ボランティア

区職員

包括職員

社協職員

相談・指導講師

合計

一般住民

福祉専門職

家族会・福祉NPO

行政・公共団体職員

メディア・企業

その他

合計

23

14

11

11

１

４

64

59

９

13

４

７

10

102

166

参加者数

 
 

 
 

 
 

 

総計

（人）

備考

案内ちらし郵送代

筆記具、紙代

ちらし等コピー代

 項目

通信費

雑費

印刷費

 合計

金額(円)

12,000

2,000

4,000

18,000

費用

※目黒区の専門家等派遣事業により講師・相談医の派遣
を受けました。
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

6月4日

4月2日
桜は見頃なのに、曇天、強風。
スクエアの裏で記念撮影だけのお花見。

4月23日 5月21日
睦さん、ず～っと上機嫌。

香港園。

日差しが強すぎて中目黒公園までは行けず。
手前の川沿いの休憩所で音楽活動。

5月7日
手話ダンス。舩田芳江さんは前日が
誕生日、97歳となりました。

♪

♪

6月18日
中央包括の神場さんが見学者を連れて。



　通院時のヘルパーの介助は「病院の入り口ま

で」とされています。「病院内は介護保険は適用

しない」から、病院の看護師(医療保険)などの介

助を受けよ、という理屈です。保険の「無駄づか

い排除」(介護給付費適正化といいます)の一環で

すが、病院の受付に介助スタッフなんています？

　厚労省は悪評に応え、自治体の介護保険担当者

に“連絡”を出しました。「一部にヘルパーの院

内介助は一切認めないという市町村があるようだ

が、①適切なケアマネジメントを行い、②病院ス

タッフの対応がむずかしく、③利用者(患者)が必

要とするならば、一概に拒否はしないように」と。

　③の利用者が必要とする場合の「例」として以

下のケースをあげています。

・院内の移動に介助が必要

・認知症などで見守りが必要

・排泄介助が必要

　だって、こういう状態だからヘルパーを頼んで

いるんじゃありませんか。

　34人が参加して朝９時から午後４時まで行いま

した。たけのこからは赤崎敬子・佐々木利子・村

上貞子の３人が受講しました。

　キャラバン・メイトは「認知症サポーター100

万人キャラバン」の中核となる人材で、認知症サ

ポーター養成講座の企画を立てたり、講師を務め

ることができます。目黒区のキャラバン・メイト

は累計132人。たけのこでは今回の３人を加え、

10人がキャラバン・メイトの資格者です。

　公益社団法人 認知症の人と家族の会は2012年

の制度改正に向けた「2010年版の提案」を行いま

した。

１　要介護認定を廃止する。

２ 介護サービスの決定は、保険者を加えた新た

　　なサービス担当者会議の合議に委ねる。

３　介護サービス情報の公表制度は廃止する。

トピックス

6

４ 介護サービス利用の自己負担割合は１割を堅

　　持する。

５　財源の内、公費負担率を６割に引き上げる。

６ 介護サービス利用者に、作業報酬を支払うこ

　　とを認める。

　目黒区初の小学校での講座。「総合学習」の時

間に行われ、南部包括支援センターの谷口さんが

講師を務めました。今年度はさらに４校での開催

が予定されています。

　港区でも介護者支援の動きが活発化しています。

たけのこにも何度か見学にきた人たちが始めた

「介護者懇談会」で、竹内弘道さんがミニデイや

ピアカウンセリング

の実際を話しました。

赤崎さんと村上さん

が伊代さんのサポー

トで同行。

　区内では５番目の認知症グループホーム。運営

は大阪に本社のある(株)日光ハウジング。同社初

の介護事業で大阪と２カ所、同時オープンです。

　２階建てで２ユニット。中庭を囲んで１フロア

９室が並びます。利用できるのは要支援２～要介

護５で、認知症と診断された人。

▼グループホームひかり

　目黒区平町２丁目15　電話 3718-6866

▼利用料金

・入居一時金　725,000円(退去時一部返金)

・月額利用料　225,000円(家賃・食・光熱など)

・消耗品実費、保険１割負担など４万円程度

グループホームの料金としてはかなり高額です。

認知症グループホーム ひかり
7月、平町にオープン

港区の介護者懇談会でたけのこの事例発表
6月11日　芝浦港南区民センター

介護保険制度改正への提言
6月1日　認知症の人と家族の会

ヘルパーの病院内介助について
4月28日付け厚労省事務連絡

小学校で認知症サポーター養成講座
6月3日　菅刈小学校

キャラバン・メイト養成研修会
5月24日　区総合庁舎地下１階会議室
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身体拘束について考える
　やよいさんはホーム入所直後から向精神薬を

投与されつづけました。家族の度重なる要求で、

担当医が説明に応じたのは投薬開始40日後のこ

と。その間、やよいさんのADL(身体の状態)は

著しく衰えてしまいました。

　6月12日、信濃町の東医健保会館で「身体拘束

廃止の立法化を求める会」の東京集会が開かれ

ました。やよいさんの悲しい事件を無駄にしな

いために、「身体拘束」について勉強してきま

した。

身体拘束とはなにか
　介護施設や病院で、認知症の人の行動を抑制

することを「身体拘束」といいます。

　■車椅子に抑制帯やベルト、テーブルをつ　

　　け、立てないようにする

　■ベッドに柵をつけたり、四肢を縛り付ける

　■ミトン型の手袋をつける

　■つなぎ服を着せる

　■向精神薬を過剰に服用させる

　■自分では開けられない部屋に隔離する

　いずれも現在、介護保険適用の施設では「原

則禁止」です。違反すると「高齢者虐待防止

法」で罰せられます。

原則禁止、しかし例外も････
　しかし「緊急でやむをえない場合」、次の3つ

のすべてを満たすことを条件に例外的に認めて

います。

□身体拘束を認める３つの例外要件

　①「切迫性」　本人や他の利用者の生命・身

　　体が危険にさらされる可能性が著しく高い

　②「非代替性」ほかに代替できる方法がない

　③「一時性」　一時的な措置である

　全国抑制廃止研究会が今年２月、すべての特

養、老健、介護型療養病床、グループホームを

調査したところ、利用者の3.1％が身体拘束を受

けていることが分かりました。その19.2％(療養

病床では33.3％)は「例外要件」を満たしていま

せんでした。調査の回答率は24％にすぎません。

実態はより多くの人が身体拘束を受けていると

考えていいでしょう。

医療機関には拘束禁止の規定がない
　高齢者虐待防止法は医療保険の施設には適用

しません。でも、わたしたちは皆、入院時にな

んらかの身体拘束を経験しているのではありま

せんか？

　身体拘束が認知症を悪化させ、関節の拘縮な

ど身体機能の低下を招き、感染症への抵抗力を

低下させるなど、医学的に悪い結果を引き起こ

すことは分かっています。東京集会では「身体

拘束を減らす取り組み」事例が紹介されました。

□抑制・身体拘束を減らすための工夫例

　▼ベッドの位置や高さを調整し、介助バーや

　　家具を配置、タイルカーペットを敷く

　▼経管栄養はマンツーマンで見守れる時間帯

　　に、ホールやステーションで行う

　▼チューブラインは患者の視界に入らないよ

　　うに気を配る

　▼注入時はテレビなどで患者の気をそらす

　▼終わったら、毎回、チューブは抜く

　▼胃ろうチューブは腹巻などに収める

　身体拘束を行うときの指針を定めている施

設・病院も増えています。

□身体拘束を行うときの指針例

　▼「３つの例外要件」すべてを満たしている

　　ことを担当者会議で確認する

　▼家族に説明し同意を得る

　▼拘束解除の目標日を定め、経過を記録する

　▼「身体拘束・行動抑制届け」を作成する

身体拘束には文書で同意を
　２月の調査では、「家族の強い希望」で行っ

た身体拘束も20％弱ありました。「スタッフに

申し訳ない」「迷惑をかけたら退所・退院しな

ければならない」など、家族の切ない心情が察

せられます。しかし、安易な身体拘束は悪です。

そうした局面に立ちいたったら、せめて「理

由・方法・期間の説明」「経過の報告」などを

文書でもらうようにしましょう。



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

4－6月の活動から

検索たけのこＨＰ

出た」というテーマの３回連載企画の取材。
■月刊「ガバナンス」の田中元さん
　6月18日。7月号「“地域”というセーフティネット
⑯」の取材。

［見学］
■サポーターズクラブとアラジンのみなさん
　４月２日。めぐろ認知症サポーターズクラブのス
タートを控え、クラブのメンバーとアラジンの人たち
がやってきました。
■中央町のＨさん
　４月23日。夫(76)と義母の介護で相談にきました。
橋川保健師と大越訪問指導員が同伴。
■サポーターズクラブの二人
　４月23日。小澤さんと石原さんがミニデイとピアカ
ウンセリングの実地を見学。
■東部包括支援センターの安野さんと内野さん
　５月21日。安野さんが新スタッフの内野喜和子さん
(看護師・介護支援専門員)を紹介しにきてくれました。
■グループホームひかりの新山さんと加藤さん
　５月21日。7月に開設予定のグループホームの案内
にきました。
■祐天寺のＯさん
　６月18日。中央包括支援センターの神場さんと夫
(86)の相談で来訪。６月６日のたけのこ広場にも参加
してくれました。
■国分寺市役所の福永さんと宮本さん
　6月18日。国分寺市で活動する認知症家族会「きさ
らぎ会」は、市民と市が協働事業として運営するグ
ループです。メールで届いた礼状の一部を抜粋します。
「目黒区の保健師、包括職員とたけのこのみなさんが
お互いを信頼している空気を感じました。隣の部屋か
ら歌声が家族に届くこともいいですね。なんとも和や
かで雰囲気が良かったです。わたしなりに感じ、噛み
しめ、想像した日になりました。」(国分寺市高齢者
相談室 福永)

［入会］
■上目黒のＫさん
　6月18日の認知症サポーター養成講座に参加し、そ
のまま入会。親族が川崎市の老人ホームに。

［逝去］
■Ａ・省吾さん
　５月２日、転院先のＫ堂病院で亡くなられました。
77歳でした。

■目黒川のお花見
　４月２日。桜は満開、なのに春の突風。川沿いの散
策はあきらめ、室内でボール遊びや音楽活動をしまし
た。初参加のすみおさんは元気よく「鉄道唱歌」を歌
い、こずえさんは「越中おはら節」を絶妙の節回しで
･･･。サポーターズクラブとアラジンの人たちが大勢
みえたので、最後に記念撮影だけのお花見。
■手話ダンス
　５月７日。手話ダンスの後、中目黒公園で音楽活動
の予定でしたが悪天候のため中止。
■目黒川で歌
　５月21日。日差しが強かったので中目黒公園まで歩
くのはやめ､手前の目黒川の休憩所で音楽活動。
■香港園で食事会
　６月４日。参加者が多く、昨年よりテーブルをひと
つ増やしました。及川さんが齊藤保健師と大越訪問指
導員のサポートで初めて顔を見せてくれました。

■たけのこ版認知症サポーター養成講座
　６月18日。たけのこ関係者以外に５人が参加。講師
は東部包括の加瀬さん。

［取材・調査］
■日経新聞・淺川澄一さん
　５月７日。日経新聞本誌夕刊「親に認知症が症状が


