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▽各地区の認知症支援コーディネーター

北部包括支援センター 勝俣育子さん

東部包括支援センター 内野喜和子さん

中央包括支援センター 蕪木和子さん

南部包括支援センター 豊田公子さん

西部包括支援センター 田原勝善さん

たけのこ広場

　地域包括支援センターに「認知症支援コーディネー

ター」が誕生しました。保健師・看護師・社会福祉

士・主任ケアマネなどの資格を持つ、“包括”経験豊

富な人たちです。

　区内にはさまざまな支え合いグループがあります。

包括支援センターが推進する“見守りめぐねっと”や

“高齢者見守りサービス”、５地区の“介護者の会”や

“カフェあおば”、そして社協の“ミニデイサービス”

や“ふれあいサロン”などです。たけのこのような当

事者自主運営のグループも活動しています。認知症支

援コーディネーターの仕事は、こうした地域資源や広

域の福祉情報を“包括的に”把握し、医師や介護サー

ビス事業者、包括支援センターの相談員などに提供し、

制度だけでは対応しきれない認知症家族支援を行って

いくことです。

　町会、住区住民会議、自治会などとの連絡を担う

「地域連携コーディネーター」も同時に誕生しました。

包括支援センターを司令塔に、社協や民生委員、住民

組織、警察、消防などとの広範な地域連携が促進され

るものと期待します。

　認知症支援コーディネーターと地域連携コーディ

ネーターを支援し、育てていく市民力も試されていま

す。災害時の福祉体制を構築する上でも、両コーディ

ネーターの役割が重要だからです。

認知症支援コーディネーター
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保険料は２割アップ
事業者報酬は0.8％ダウン

 わたしたちが毎月支払う介護保険料は基準額(平均)

で760円アップの4,960円。所得階層別に2,480円から

14,880円(所得が1200万円以上の人)まで13段階設定さ

れています。

　事業者に支払われる介護報酬の改定率はプラス1.2

％ですが、かわりに介護離職者対策として実施されて

いた交付金2.0％が廃止になるため、実質0.8％のマイ

ナス改定です。特養や老健など施設系サービスにとっ

てはより厳しい改定となっています。

ホームヘルプは時間短縮
デイサービスは時間延長

　ホームヘルパーによる生活援助サービス(掃除、調

理、洗濯など)の提供時間が短くなります。

　「人材の活用と効率的なサービスの提供」のため、

短時間で多くの家を訪問するよう促しています。「45

分以上(何分でも)」という区分はありますが、介護報

酬が20％近いマイナス改定なので、45分以上のサービ

スに応じる事業者は少ないでしょう。身体介護(食事、

排泄、入浴など)でも「20分未満」という区分が新設

されました。“効率的”に動く(動かれる)ことが苦手

な認知症の人には過酷な改定です。

　一方、デイサービスの提供時間は長くなります。

　現在の平均提供(滞在)時間は６時間27分。「10時か

ら４時ではパートの仕事しかできない」介護者にとっ

て、最長12時間まで延長利用できるのは朗報です。し

かし、細かい時間帯に対応する送迎サービスがむずか

しいなどの問題もあり、事業者がどこまで延長に応じ

られるかは不透明です。

　介護保険制度の“改定”は３年に１度行われます。今回は６年に１度の医療との同

時改定。在宅介護・療養へのシフトが鮮明になり、介護給付費の“適正化”(圧縮)が

より進んでいるように感じられます。

検証 改定介護保険制度

利用者、事業者双方に厳しい改定

▽保険料（月額　円）

所得段階

最低

基準

最高

今まで

 2,100

 4,200

 8,400

これから

  2,480

  4,960

 14,880

▽介護報酬改定率(％)

差引

-0.8トータル

(内訳)

　在宅系サービス

　施設系サービス

介護報酬

＋1.2

＋1.0

＋0.2

交付金

-2.0

▽生活援助サービスの区分

これから

20分～45分

45分以上

今まで

30分～60分

60分以上

これから

３時間～５時間

５時間～７時間

７時間～９時間

９時間～10時間

10時間～11時間

11時間～12時間

▽デイサービス提供時間の区分

今まで

３時間～４時間

４時間～６時間

６時間～８時間

「在宅」支援のための新設サービス
目黒区では参入事業者ゼロ

　現時点では介護保険は黒字運営です。しかしこのま

までは“赤字化”するとし、さまざまな方策が取られ

ています。その中心となるのが「施設から在宅へ」と

いう施策です。特養などの「施設サービス」は「在宅

サービス」の約３倍の費用がかかっているのです。

　「在宅介護」を支援するため、平成18年度にスター

トしたのが「地域密着型サービス」です。今回、新た

なサービスがいくつか加わりました。その目玉となる

のが「24時間サービス」と「複合型小規模多機能サー

ビス」ですが、現時点で目黒区では参入する事業者が

ありません。既存の「地域密着型サービス」も区立認

知症デイが１か所閉鎖されるなど、進捗状況はかんば

しくありません。

長期の入院はできない
医療は在宅療養へシフト

　急性期病院(一般の大病院)の平均入院日数は、保険

財政圧縮のため、14日前後に短縮されてきています。

治療が済んだら速やかに療養病床か老健に転院せよと

いう流れです。しかも療養病床はいずれ廃止されるこ

とが決まっています。老健の新設計画はありません。

　新サービス「地域巡回・随時対応型訪問介護看護

(24時間サービス)」は、こうした「病院・施設から在

宅へ」という流れの下に導入されました。夜でも昼で

も、看護師やヘルパーが１日複数回、20分の短期訪問

をするというものです。20分という短い滞在時間から

すれば、おのずと対象者は限られてくるでしょう。病

室を自宅に替えて回診する「自宅の病棟化」を危惧す

る声もあります。ゆったり過ごすことのできないサー

ビスは、認知症の人の多くには馴染まないように感じ

ます。先にスタートする他地区の事例を参考に、どん

な使い方がよいのか研究してみましょう。

　緊縮財政のため、利用者・事業者双方に楽しくない

改正です。各事業の担当者やケアマネとよく話し合い、

“適切なケアプラン“を作成して乗り切っていくことが

必要です。
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▽１人あたり月額平均介護費(円)

330,000

222,000

在宅サービス
一般デイ、ホームヘルプ、ショートなど

地域密着型サービス
認知症デイ、グループホーム、小規模多機能など

施設サービス
特養、老健、療養病床など

108,000

国民健康保険中央会（2010年度）
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

1月20日

♪

2月3日

2月17日

♪

♪

3月2日

1月27日

♪

3月16日

♪



　国際医療福祉大学院准教授・

小野寺敦志さんによる講演とデ

ィスカッションを行いました。

30人以上の人が集まりました。

ビジター参加者は以下のみなさ

んです。

アラジン・小井手洋子さん／介

護なんでも文化祭・榎本哲さん

／東工大・木下久美子さん

包括支援センターから矢口さん・松尾さん(北部)、内

野さん(東部)、白井さん(南部) 

　目黒区の講師派遣助成を受けました。

［認知症の看取りと介護者ケア　講演のポイント］

□看取り後、介護者に生じうる状況

１．「認知症で意思確認が十分に取れなかった」こと

から、本人が亡くなったあと、介護者が例えば以下の

ような心理になる。

　・しっかり介護してあげられたか？

　・本人は満足してくれたか？

　・あの介護、あの選択に間違いはなかったか？

２．介護・看取りを振り返り、罪悪感を持ったり、

「燃え尽き」状態になり、生活に適応できなくなるこ

とがある。

□介護者の［グリーフ(悲嘆)ケア］と支援

１．グリーケアのあり方

　▽家族会のような互助グループ援助

　▽援助専門職との個別面接・個別援助

　▽援助専門職を中心にしたグループ援助

２．周囲に求められる支援

　▽介護者のケアを評価する

　▽介護者の気持ちを否定・肯定しすぎない

　▽「うつ感」「空虚感」に細心の注意を払う

　▽言葉にして吐き出せる場所や人を用意する

※同じ体験者が集まる家族会は、グリーフケアには重

要な場所となる。

　全国の若年認知症家族会・支援者の会が一堂に会し

ての全体会が、１月28日・29日の２日間行われました。

「認知症新薬の実態調査」「若年認知症専門員研修」

などの報告が行われ、主に次のテーマを議論しました。

◇障害年金(手帳)の早期認定・交付

　・現状１年半の認定期間を半年に

　・認定する専門医の設置

◇生命保険の高度障害の早期認定

　・生保協会への折衝の方法

いずれも困難に直面している事例を全国から集め、厚

労省・生保協会などに圧力をかけることに。

◇東日本大震災被災地支援

　・ニーズを把握し、息の長い支援を継続的に

　29日午後からは前橋市の群馬会館でフォーラムと展

示・発表などを行いました。

　レビー小体病の発見者、小坂憲司医師による基調講

演、調査報告などにつづき、小野寺敦志さんの司会で

シンポジウムを行いました。若年認知症による「失

職」「就業困難」「介護サービスの不足」「家族会の

役割」などを話し合いました。

トピックス
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全体会　全国から19団体が参加

フォーラムの基調講演
「レビー小体病などについて」

小坂憲司さん

報告「若年認知症家族の健康」
勝野とわ子さん
(首都大学東京 )

フォーラムの来場者数約150人

学習会「看取り、看取り後の介護者へのケア」
２月17日　小野寺敦志さん

全国若年認知症協議会全体会とフォーラム
１月28・29日　群馬県高崎市、前橋市

広尾の日赤に総合福祉拠点が完成
４月１日オープン
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碑文谷２丁目のグループホーム
４月１日入居開始

　保健所主催の認知症の会「目黒保健所すみれ」と

「碑文谷保健センターすずらん」が３月で終了しまし

た。「すみれ」は26年間の活動でした。認知症介護家

族の支援は今後、５包括の介護者の会に引き継がれま

す。

 その５介護者の会とカフェあおば、たけのこを結ぶ

「目黒介護者の会ネットワーク連絡会」がスタートし

ました。今後、月１回の定例連絡会を開催します。ま

た「認知症支援ボランティア研修」も７月からスター

トします。10月には「第２カフェ」もオープンの予定

です。

　４月から以下の補助事業が縮小・廃止されます。

・紙おむつの支給

　→限度額までは無料だったものが１割負担に

　負担金は配送員に支払うか、郵便振替払い

・日用品(すべり止めマット)給付

　→廃止

・リフト付き福祉小型バスの貸し出し

　→廃止

　ほかに箱根保養所や提携旅館制度、国民健保の保養

施設(三浦のまほろばなど)の補助制度が廃止になりま

した。

　グループホーム「上目黒つどいの家」の開設に向け

て、グループホームのあるべき姿を話し合う会が２月

からスタートしています。メンバーは運営会社と町会

長、町会有志、民生委員、包括支援センター職員、提

携医の楢林クリニックのスタッフなど。たけのこから

も竹内弘道さんが加わっています。「グループホーム

の暮らしとは」「地域との関わり」「スタッフのあり

方」などをテーマに活発な話し合いが行われています。

　上目黒つどいの家は地元の人が建設・リースバック

し、(株)生活科学運営が運営します。区内では７つ目

のグループホームですが、地元と共同のこのような準

備活動は初めての試みです。

［上目黒つどいの家］

　９室・２ユニット(定員18人)

　入居時の費用(敷金)　184,000円

　毎月の費用　約170,000円

　電話　0120-981-233

 碑文谷２丁目の認知症高齢者向けグループホーム

「COCOCHIA(ココチア)碑文谷」で４月から入居が始

まりました。ココチアは２階建て。９人定員×２ユニ

ット(総18人)です。リハビリに特化したデイサービス

「フィットネスケア三愛碑文谷」が併設(５月オープ

ン)されます。ゆくゆくは訪問診療ができるクリニッ

クも併設する予定とのことです。

◇COCOCHIA(ココチア)碑文谷

　152-0003 目黒区碑文谷2-8-2　電話5725-3155

　渋谷区広尾の日本赤十字社医療センターに、５種類

の福祉施設が入る「レクロス広尾」が完成しました。

３月26日、内覧会に行ってきました。

　レクロス広尾は８階建て。１階にデイサービスとデ

イケアなど、２階がグループホームと障害者施設、

３・４階に介護老人保健施設(老健)、５階以上が特別

養護老人ホーム(特養)という構成です。医療センター

とは２階渡り廊下で直結し、緊急時の搬送などができ

る体制で、隣接する看護大学とは学生の実習やボラン

ティアなどで連携します。

　特養と老健、また特養併設のショートステイ(10床)

は目黒区の住民も利用可能。特養・老健の空きベッド

も随時、ショートに転用します。１階の一般デイサー

ビスも目黒区の一部地域(日赤から２キロ圏内)は送迎

付きで利用できます。

　老健は定員100人。４階は全室有料個室(個室料金１

日５千円～１万円)、３階は４人部屋(室料不要)です。

　わたしたちとしては老健(数か月の療養・リハビリ

入所)とショートステイ利用の選択肢が増えたと考え

てよいと思います。

◇レクロス広尾

　150-0012 渋谷区広尾4-1-23　電話 6861-4800

グループホームの設立へ向けて
「上目黒つどいの家」を考える会

区の高齢者補助事業の変更

保健所の認知症家族支援の会が終了
活動は包括の介護者の会へ



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
　・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

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

■(株)生活科学運営のみなさん

　２月３日。上目黒に７月にオープンするグループ

ホーム「つどいの家」の運営会社の人たちです。

　上目黒つどいの家は中央地区初の認知症高齢者のた

めのグループホームで、２階建て。各フロア(ユニッ

ト)９人、合わせて18人が暮らします。開設準備室の

村田美智子さんと鳥飼誠さん、広報課の五十嵐香子さ

んの３人があいさつに来ました。鳥飼さんがホーム長

になる予定です。

■アラジンの園部さん

　３月16日。アラジンで介護者電話相談をしています。

［調査・取材］

■東工大大学院の木下久美子さん

　１月27日。社会理工学研究科博士課程に在籍し、介

護家族のことを中心に“価値システム”(？)の研究を

しています。その後、毎回、手伝いに来てくれていま

す。

■昔おもちゃで遊ぶ

　「犬棒かるた」「木の玩具」「お手玉」など、昔懐

かしい遊びをしました。きくさんがかるたの読み手を

務めました。

■琴の演奏会

　２月３日。山口明美さんと石井晶子さんによる琴の

演奏を楽しみました。

■大道芸

　３月２日。佐藤まさ志さんの至芸“がまの油売り”。

これは日本では今、ほとんど演じる人がいないという

もの。スプーン曲げなどのマジックで大爆笑。

［見学］

■駒場のＭさん

　２月３日。義父の相談に来ました。17日の学習会に

も参加。


