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ボランティア考
自発的、利他的に行う、無償の行為。本来は志願兵の
意味を持つ“ボランティア”の概念です。最近はこれに
「先駆性」と「補完性」が加わりました。既存の社会・
行政システムにはない先駆的機能を補完することが期待
されているのです。
ヘルパーサ―ビスの不足を有償ボランティアなどで補
うよう指導する動きが強まっています。ボランティアを
労働力とみるわけです。しかし、「自分の都合(家庭の問
題など)を優先する」性質を持つボランティアに、どこま
で労働力を期待できるのでしょうか。
“迷惑ボランティア”という存在があります。必要と
する援助はできず、かえって邪魔になっている人のこと
です。自分探しのために志願してくる“利己的ボラン
ティア”も少なくありません。被災地では押し寄せるボ

4－6月号

ランティアをマネージメントするプロが圧倒的に不足し
たそうです。
プロのボランティアを組織(育成)して、地域社会に貢
献しようというのがコミュニティ・ビジネス(CB)です。
非営利を旨としますが、社員(会員)には給与・報酬を支
払います。こうしたCB事業から「ボランティア労働」の
新たな形が生まれてくるのでしょう。
◇
認知症という病気を正しく理解し、介護の困難さを共
感する。たけのこのボランティアは活動の中からプロ的
なスキルを身に付けてきました。学習会や認知症サポー
ター研修、家族との懇談会など、スキルアップ・プログ
ラムも実施してきました。しかし、新人ボランティアの
定着には苦戦しています。実践教育の方法を皆で考えな
ければならない時期にきています。

報告 第８回たけのこ広場

アルツハイマー新薬に関心高く
６月５日に「第８回たけのこ広場」を開
催しました。参加者は148人と昨年より10人
ほど減少しました。一般市民の参加は増加
したものの、専門職や福祉関連団体からの
参加が少なかったことが一因です。サービ
ス事業者、ことにケアマネの参加が少なか
ったことが課題として残りました。

一般参加者の25％がリピーター
一般住民は中央地区が23人と際立って多く、次いで

◇来場者アンケートの内容(抜粋)

東部が９人、西部６人。区外からは13人でした。一般

・患者を抱える家族の苦労を知った。（柿の

参加93人の24.7％(23人)がリピーターでした。

木坂）

介護者の交流会

・介護が始まったばかりで不安だった。個別

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、そ
して保健センターのスタッフがファシリテーター(進
行役)を務めました。この交流会の特徴は、介護家族
だけでなくさまざまな立場や環境の人が参加している
ことです。ことに区外からの参加者が年々増加してお
り、議論の幅が広がっていると感じました。

相談できてよかった。（目黒）
・地域でのサポートの状況など、大変参考に
なった。(世田谷区

ミニフォーラム
「アルツハイマー新薬の活用法」

は、認知症専門医でゆきぐに大和病院院長の宮永和夫
さんと中央包括支援センター所長の古屋美穂さんをゲ

読売新聞が今年も５月22日の日曜全国版に開催告知
を掲載してくれました。５月25日付区報からの問い合
わせも多く、アルツハイマー新薬への期待を感じました。
ミニフォーラム「アルツハイマー新薬の活用法」で

たらレミニールに替えるという使い方になります。半

よかった。(和光市)

減期(効果の持続する時間)はアリセプトは３日、レミ

・職場の先輩のすすめで参加した。新薬の話

ニールは８時間、パッチは２時間なので１回の服薬量

包括職員)

もそれぞれ違います。また、製品をスイッチした場合、
最初から前の薬並みの量を服用することはできないの
で、一時的に効果が後戻りするリスクは考えておかな

◇参加人数

があり、全部で11家族の相談に応じました。清水惠一

)内は前年実績
29(37)

区職員

11(11)

クリニック院長)からは医療面の、同席した地域包括

包括職員

11(11)

支援センターのスタッフからは生活面や制度上のアド

社協職員

１(１)

バイスを行いました。宮永和夫さんもフォーラム終了

相談・指導講師

３(４)

後に加わってくれました。杉並区、国分寺市、横浜市

合計

55(64)

と遠方からの相談者もありました。

一般住民

61(59)

郎さん(阿部医院院長)と楢林洋介さん(楢林神経内科

ミニデイ利用者は９人。たけのこ外は５人でした。
今年は特別なプログラムは組まず、利用者とゆったり

違うのでコリンエストラーゼ系の薬と一緒に使うこと
で、相乗効果が期待できます。薬価はいずれも月額
8,000円程度です。
■アルツハイマー病の治療薬
◇経費概算

４(９)

家族会・福祉NPO

９(13)

通信費

行政・公共団体職員

３(７)

雑費

メディア・企業

６(４)

印刷費
合計

した時間を過ごせるようにしました。マンツーマン態

その他

10(10)

勢にはスタッフが不足気味で、ちょっと大変な場面も

合計

93(102)

総計

ければいけないそうです。メマリーは作用の仕組みが

項目

福祉専門職

体験ミニデイではゆったりした時間
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(

たけのこ会員・支援者

ありました。

アルツハイマー病の薬は５つの製品が揃いました。
そのうち４つ―アリセプトとレミニ－ル、２種類のパ
時に使うことはできません。アリセプトが効かなかっ

・医師の薬についての説明が分かりやすくて

個別相談に11家族
個別相談の予約者は６人。当日、さらに５人の希望

使い方について、70分間話し合いました。

ッチ(貼り薬)―は「作用の仕組み」が同じなので、同

薬品メーカー)

が参考になった。(世田谷区

ストに、３月以降相次いで発売された新薬の実際的な

148(166)

新薬
金額(円)

製品名

メマリー

レミニール

服用方法

錠剤

適応患者
発売時期
作用の仕方
注意点

中度～重度にもOK
６月発売
NMDA受容体
コリンエストラーゼ
系との併用が可能

錠剤／口腔内崩
壊錠／内用液
軽度～中度
３月発売

12,000
2,000
4,000
18,000

※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。

既存薬
イクセロンパッチ
リバスタッチパッチ
貼り薬

アリセプト
錠剤／口腔内崩壊錠
／細粒／ゼリー
軽度～重度
販売中

軽度～中度
７月発売
コリンエストラーゼ阻害薬
コリンエストラーゼ系３種類の併用はできないので、製品を切り替え
る際は一次的な脳力の低下は覚悟
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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

album

♪

サクラ不発で、お花見は中止。堀内ハルさんと
小西清子さんの新人歓迎会になりました。

4月22日

伊藤保健師のリードでリラックス体操。
みんな気持ち良さそう。

♪

♪
♪

♪
6月3日
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香港園。
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トピックス

改正・介護保険法のポイント
老人ホーム再編へ
改正・高齢者住まい法
４月28日
４月に公布された「高齢者住まい法」は国土交通省

プン。約６畳の個室が９室。１ヶ月の利用料金は日用
品などの実費を含め17万円程度。運営する社会福祉法
人愛隣会は1946年から各種福祉施設を展開。現在は総
合ケアセンター駒場苑として、グループホームの他に
デイサービス、特養、ショートステイなどを運営して

と厚生労働省が共同主管する法律で、不足している特

います。

養を補完する狙いがあります。中規模の賃貸集合住宅

目黒区大橋2-19-1 3466-6600

６月15日に参議院で介護保険法・老人福祉法などの改正法案が可決・成立、平成24年４月か
ら実施されます。地域包括ケアの推進、高齢者の住まいの整備、認知症対策などが柱です。導
入予定だった「泊まり付きデイサービス」は盛り込まれず、東京都などで“調査事業”を行う
に止めました。また、2011年で廃止の予定だった介護療養病床は６年間期限を延長します。

地域包括ケアの推進

高齢者の住まい

に介護サービスや医療サービスを併設し、実質的に
「老人ホーム」化しようというもので、家賃はグルー
プホーム並みの月20万円程度、入居一時金の徴収は不

北部介護者の会スタート
６月９日

可となっています。国交省は高専賃・高優賃・高円賃

地域包括ケアというのは、中学校区程度の圏域

国土交通省と厚生労働省が連携して、街中に小

で、医療・介護・住まい・生活支援すべてが連携

中規模の「ケア付き高齢者賃貸マンション」を整

して「在宅介護」を支援していくシステムをいい

備します。地主や建設業者、運営者などに助成を

など複雑だった従来の制度を全廃し、これに一元化し

地域ケア推進課は今年度中に５地域すべてで「介護

ます。認知症高齢者を図のようなイメージで最期

行います。新設が事実上不可能な特養を補う狙い

ます。しかし厚労省は介護保険法などの基準(建設す

者の会」の整備を終える予定です。活動中の「西部介

まで看取ります。現実にはグループホームも小規

があります。

るキマリ)の改善に踏み込もうとはしていないようで

護者交流会」と南部「悠楽(ゆら)の会」につづき、６

模多機能型ホームもまったく充足のメドが立たな

す。

月から北部地区で「介護者の会」がスタートしました。

いのですが、今改正で新たに２つの新サービスが

東部と中央地区の立ち上げも間もなくです。

導入されます。

５月に見学した横浜市の高専賃マンションは６畳の
個室が約30｡１階にクリニックとこのマンション専門

これらの会は認知症サポーター・ステップアップ講

のヘルパー事業所が入居。各部屋とはナースコールで

座終了者から誕生した「めぐろ認知症サポーターズク

つながっていました。月の利用料は20万円強。ターミ

ラブ」の人たちが運営し、自主活動化していく計画です。

ナル対応もしていました。

グループホームこまばと逆デイサービス
５月20日
グループホームこまばの入所者をたけのこのミニデ

西部

第３木曜
10時～11時半

西部地区サービス事務所

南部

第４水曜
１時半～３時半

月光原住区センター
南部包括支援センター

北部

第２木曜
１時半～３時半

北部包括支援センター

市民後見人の育成と活用

①24時間対応の定期巡回・随時訪問介護看護サー

一向に進まない「成年後見制度」をテコ入れす

ビス

るため、弁護士、司法書士、社会福祉士などが担

独居や重度の人に、訪問介護と訪問看護が連携

ってきた専門職後見人に加え、資格を持たない一

して「短時間の定期巡回」を行う。緊急の対応に

般市民を「市民後見人」として登用する道を開き

も応じる。

ます。

②訪問看護を組み合わせた複合型の小規模多機能

具体的には市区町村が市民後見人の養成研修を

サービス

実施し、適切な人材を家庭裁判所に推薦、裁判所

小規模デイサービスに泊まりと訪問介護の機能

が認める(選任する)という進め方になります。

を併せ持つのが小規模多機能サービス。これに訪
問看護サービスを付加する。

イに受け入れる取り組みを始めました。
４月22日に夘沢佳江施設長が見学に来て打ち合わせ

行われています。施設という限られた空間で生活する

デル事業」を10月から東部･中央地区にも拡大します。

のでなく、「町へでかける」ことで暮らしの幅を広げ

見守りを希望する一人暮らしなどの高齢者を、研修を

小規模多機能

ていこうという取り組みです。

受けた“見守りボランティア”が訪問するもので、年

その他

グループホームは制度上「在宅」という位置付けで

5000円相当の区内共通商品券がボランティア謝礼とし

す。認知症の高齢者が「共同生活を送る家」なのです。

て提供されます。申し込みは高齢福祉課、東部・中央

入所者は一方的に介護を受けるのではなく家事をした

各包括支援センターで受け付けます。

るホームが少なくありません。こまばの逆デイサービ

訪問介護

認知症対応デイ
ショートステイ

訪問看護

自宅

▼

訪問系サービス

診療所

訪問診療
別宅イメージ

生活支援サービス

ケア付き
小中規模高齢者賃貸住宅

▼

り、買い物にでかけたりして町の一員として暮らして
いくという考えです。しかし現実は小型特養化してい

連携

▼

目黒区は西部地区と北部地区で実施中の「見守りモ

［暮らし慣れたまちで最期まで］
▼

通い系サービス

「逆デイサービス」といい、数年前から一部の特養で

▼

施設入所者が外のデイサービスを利用することを

■地域包括ケアのイメージ

▼

見守り希望高齢者と見守りボランティア募集
５月25日 区報

▼

れて参加しています。

▼

をし、５月20日から女性入所者一人が職員に付き添わ

認知症サポーター養成講座
６月24日 目黒区総合庁舎２階大会議室

グループホーム
“自宅”が困難になったら「高齢者共同住宅」であるグループホームに住まいを移し、
自宅との関係も切らない(定期的に自宅へ帰るなど･･･)

スは、グループホームの持つ“地域密着”という理念
からも意欲的な取り組みということができます。
◇グループホームこまば
2005年４月、目黒区初のグループホームとしてオー
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今年度前期の養成講座です。約100人が受講しまし
た。笠原寿子さんと能勢益代さんが「家族会から伝え

※このイメージを実現するには、グループホームと小規模多機能ホームは各地区に10軒程度必要だが、
現実はほど遠い。ケア付き高齢者賃貸はこれからの制度。

たいこと」のコーナーでたけのこの活動を話しました。

7

4－6月の活動から
■お花見は中止
４月１日。開花宣言はあったものの花はちらほら。
お花見は中止して、室内活動にしました。小西清子さ
んと堀内ハルさんが新加入。
■区の担当者とたけのこ広場の打ち合わせ
４月28日。岡喜美枝、赤崎敬子、村上貞子、竹内弘
道の４人で地域ケア推進課と当日の人員配置など打ち
合わせをしました。
■被災地へ義援金
４月28日。「友好都市・気仙沼市被災募金」に１万
円の募金をしました。
区によれば友好都市・気仙沼市被災募金で約8500万
円、東日本大震災義援金(日本赤十字社)で約2000万円
を送金したとのことです。
■手話ダンス
５月６日。手話ダンスの後、中目黒公園で音楽活動。
■たんの吸引器
５月20日。杉野基さんがたんの吸引器を持参。青木
篤三さんと橋本看護師が使い方を指導しました。
■中目黒公園で歌
５月20日。中目黒公園で音楽活動。
■香港園で食事会
６月３日。今年も
30人を超える人が集
まりました。終了後、
東大医科研病院へ平
島良一さんの見舞い
に行きました。
■たけのこ版認知症サポーター養成講座
６月17日。たけのこ関係者以外に５人が参加。講師
は中央包括支援センター所長の古屋美穂さん。
中央大学の学生３人、地域ケア推進課の馬場課長、
大藤清子、小西清治、堀内みつ子、横尾征代の８人が
オレンジリングを取得しました。
東部包括の内野さんと地域ケア推進課の阿武さんと
齊藤保健師が参加しました。

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 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
・家族正会員 3,000円
・個人正会員 2,500円
・支援会員 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

人人 ひと・往来
［調査・取材］
■月間「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・相談］
■グループホームこまばの夘沢施設長と尾張さん
４月22日。今後、ホームの入所者をたけのこのミニ
デイに参加させたいとの意向で見学に来ました。
■グループホームこまばのＨ勝江さん
５月20日。職員の西紘子さんが付き添ってミニデイ
に参加しました。音楽活動が楽しかったそうです。今
後も参加するとのことです。
■目黒のＫさん
５月20日。同居の義母の相談で見えました。２月か
ら相談の意向はあったのですが、震災などでこの日に
なってしまいました。近藤孝子、堀内みつ子、竹内弘
道と齊藤保健師で応対。納得して帰りました。
■中央大学の早瀬さんほか二人
６月17日。社会福祉学科の学生。高齢者の勉強にき
ました。後半の認知症サポーター養成講座にも参加。
［入会］
■目黒の小西清子さん
４月１日。いつもご主人の清治さんと一緒。英語の
エキスパートです。清治さんは目黒区の被爆者の会・
東友会の理事をしています。
■目黒の堀内ハルさん
４月１日。２月から活動には参加していました。息
子の裕之・みつ子夫妻と暮らしています。
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