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たけのこ広場

　６月18日に厚生労働省認知症施策検討プロジェクト

チームが出した報告「今後の認知症施策の方向性につ

いて」が話題になっています。「画期的」と伝えるメ

ディアもあります。なにが画期的なのか、“反省部分”

をそのまま転載します。

かつて、私たちは認知症を何も分からなくなる

病気と考え、徘徊や大声を出すなどの症状だけ

に目を向け、認知症の人の訴えを理解しようと

するどころか、多くの場合、認知症の人を疎ん

じたり、拘束するなど、不当な扱いをしてきた。

今後の認知症施策を進めるに当たっては、常に、

これまで認知症の人が置かれてきた歴史を振り

返り、認知症を正しく理解し、よりよいケアと

医療が提供できるように努めなければならない。

厚労省の反省
　「不当な扱い」のひとつが精神科病院への入院です。

精神病ではないのに精神科に入院させられている認知

症の人。96年には2.8万人だったのが08年には5.2万人

へと急増しています。統合失調症などの患者を社会に

復帰させる取り組みが進み、精神科のベッドが空いた

ことが、認知症患者の入院を助長したという重い指摘

もあります。国が整備を進めてきた「認知症疾患医療

センター」も精神科病院に併設されたものが少なくあ

りません。

　日本精神科病院協会はこの報告書に対し「できるだ

け入院させないという方向性は現場を知らない役人の

絵空事」と抵抗しています。一方、日本医師会は「厚

生労働省内が縦割りを排除し、認知症対策に取り組む

こと自体には賛同する」としています。認知症を持つ

入院患者を拘束したり、精神科病院へ「まわす」とい

う現実が早期に改善されることを期待します。
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一般参加者の３分の１がリピーター
 一般参加者の33％が過去に参加経験のある人で、リ

ピーターの割合は昨年(25％)を上回りました。「来年

も来ようと思う」というアンケートも多く見られまし

た。

　４つの介護事業所から10人、製薬会社２社から４人

の参加がありました。区内介護者の会を運営するサポ

ーターや介護職の人たちも多く、例年どおり区外から

の参加者も多数ありました。区職員、地域包括職員、

区議の人たちが多数、個人参加してくれました。朝日

新聞(５月29日)と読売新聞(６月１日)が告知記事を掲

載してくれました。

　上智社会福祉専門学校から４人の学生が参加。後日、

授業内でリポート報告するということです。

介護者の交流会
　８つのテーブルで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、そしてたけの

このメンバーがファシリテーター(進行役)を務めまし

た。アンケートにも交流会のことが多く書かれており、

ピアカウンセリングの大切さを再認識させてくれます。

◇交流会の評価(アンケートから)

・いろいろな立場の話が聞けて意識が広がった。

　(介護者　平町)

・同じ悩みの方の話が聞けて少し気が楽になった。勉

　強になった。(介護者・区議)

・家族の率直な気持ちを聞けて本当によかった。

　(ヘルパー　南)

・老老介護に悩まれている家族が多い現状を身をもっ

　て教えてもらった。(デイ職員　八雲)

・包括の勧めで参加した。介護職としての課題を改め

　て学んだ。(介護職　中目黒)

個別相談に10家族
　個別相談の予約者は７人。当日、さらに３人の希望

がありました。清水惠一郎さん(阿部医院院長)が急用

で、ひまわり井田クリニック院長の井田英明さんに交

代。宮永和夫さん(ゆきぐに大和病院院長)とミニフォ

ーラムを終えた楢林洋介さんも加わり、面談に当たり

ました。横浜や渋谷など、区外の人たちの相談にも応

じました。

ミニデイの利用は８人
　きくさんと睦さんのほか６人の人がミニデイに参加

しました。初参加が４人。昨年の反省からスタッフ配

置を厚くしました。音楽プログラムのほか、橋本看護

師の介護予防体操などで楽しく、またゆったりと過ご

　６月３日の「第９回たけのこ広場」は参加人

数が180。昨年を約40人上回りました。過去最

高の参加者数です。「毎年６月の第１日曜日」。

たけのこ広場の存在が定着したことが伺えます。

報告 第９回たけのこ広場

過去最多の参加者でにぎわう

◇参加人数　　　　　　(　)内は前年実績

たけのこ会員・支援者　　26(29)

区職員　　　　　　　　　11(11)

包括職員　　　　　　　　11(11)

社協職員　　　　　　　　１(１)

相談・指導講師　　　　　３(３)

合計　　　　　　　　　　52(55)

一般住民　　　　　　　　84(61)

福祉専門職　　　　　　　12(４)

家族会・福祉NPO　　　　 ８(９)

行政・公共団体職員 ６(３)

メディア・企業　　　　　４(６)

その他　　　　　　　　　14(10)

合計　　　　　　　　　 128(93)

                       180(148)総計

してもらいました。

ミニフォーラム「在宅療養と介護」　
　ゲストは楢林神経内科クリニック院長の楢林洋介さ

んと目黒区南部包括支援センター所長の水野恭子さん。

「認知症と在宅医療」をテーマに70分間、話し合いま

した。まだ馴染みの薄い「訪問診療」ですが、次のよ

うな仕組みになっています。

①医師が最低月２回、定期訪問診療する

②その他、状況によって随時訪問する

楢林さんによれば、医療版のセコムだと考えると分か

りやすいということです。この契約で“安心(セキュ

リティ)”が得られるというわけです。基本利用料(保

険点数4200点)は１割負担者で6000円～7000円。電話

による相談や夜間の訪問にも対応します。毎月１万円

程度で医療セキュリティがゲットできる、ということ

でしょう。

　水野さんは医療と介護の連携が着実に進んでいるこ

とを報告してくれました。入院先の医師とケアマネが、

退院後のケアの方法について打ち合わせ（カンファラ

ンス）をするのは今では常識。困難ケースではそこに

包括支援センターも入って、どのように地域で在宅の

患者を支えていくかを話し合うそうです。

　認知症は「医師や介護職にお任せ」の病気ではない。

チームで知恵を出し合って方向性を探っていくことが

大切だ、とお二人は結んでくれました。

◇来場者アンケートの内容（抜粋・要約)

・認知症の人と関わる機会が少ない者として参考にな

　った。(学生　中野区)

・こんなにも多くの参加。驚いた。(薬品メーカー)

・２回目の参加。定期的につづけてほしい。(介護者

　自由が丘)

・個別相談はとてもありがたかった。それにしても参

　加者が多いですね。(介護者・相談者　渋谷区)

・福祉介護の仕組みが理解できた。(介護者　目黒本町)

・何回来てもあきない。(介護者の会　町田市)

・フォーラムで介護者・医療・公の立場や役割がわか

　りやすく話されていてよかった。(医療職　中目黒)

・フォーラムで楢林先生と水野所長の話がわかりやす

　く、診察の受け方など参考になった。(介護者　中町)
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項目 　金額(円) 備考

通信費 　12,000 案内ちらし郵送代

雑費 　 2,000 筆記具、紙代

印刷費 　 4,000 ちらし等コピー代

合計 　18,000 

◇経費概算

※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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　７月１日開設の認知症高齢者のためのグループホー

ム「上目黒つどいの家」は、同地区の住民が建設し、

プロの運営会社にリースバックするものです。運営す

る(株)生活科学運営はグループホームや有料老人ホー

ム、サービス付き高齢者住宅などを首都圏で展開して

います。

　「上目黒つどいの家を考える会」は上目黒四丁目町

内会館で、２月から５月にかけて４回開催。グループ

ホームで暮らす人たちがゆったりとした老後を過ごせ

るための環境づくりについて、上四町会（佐熊会長）

の人たち、民生委員、包括支援センター、運営会社な

ど10数人で話し合いを重ねました。グループホームの

開設でこのような取り組みがされることは目黒区では

初めてのことです。ホーム開設後は、このメンバーを

中核に「つどいの家推進運営委員会」を構成し、継続

した話し合いをしていく計画です。

　４月から、認知症の人を介護する家族を支援する組

織のリーダーたちによる連絡会が定期的に開かれるよ

うになりました。毎月第２金曜日午前、総合庁舎２階

小会議室で地域ケア推進課、NPOアラジン、包括支援

センターを交えて情報交換を行っています。たけのこ

以外のメンバーは以下のとおりです。

　介護者の会やカフェ活動の運営をサポートするボラ

ンティアの養成講座が開催されます。７月から９月に

かけて合計４回。10月には「第２カフェ」のオープン

が予定されています。

　(株)生活科学運営主催。グループホーム「上目黒つ

どいの家」の開設にあたり、区民に認知症のことやグ

ループホームについて、深く知ってもらおうというセ

ミナーです。140人の区民が参加しました。楢林神経

内科クリニックの楢林洋介さんの講演を中心に２時間。

竹内弘道さんがたけのこからの報告を行いました。

トピックス
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     名称              活動日

北部介護者の会 　　第２木曜・13時半～15時半

カフェあおば 　　第３金曜・13時半～15時半

東部介護者の会 　　第３水曜・13時半～15時半

八重の会 　　第４木曜・13時半～15時半

悠楽(ゆら)の会 　　第４水曜・13時半～15時半

西部介護者の会 　　第３木曜・10時～11時半

７月26日 介護者支援の現状と必要性

８月９日 認知症と向き合う介護者を知る

８月22日 介護者の気持ちを聴く

９月５日 活動オリエンテーション

カフェあおばの活動

セミナー「認知症をあきらめない」
４月16日　中目黒GTホール

上目黒つどいの家を考える会

介護者応援ボランティア講座の開催

めぐろ認知症サポーターズクラブ連絡会
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　学芸大学駅近くのNPOいきいき福祉ネットワークセ

ンター内に「東京都若年性認知症総合支援センター」

が開設されました。これは若年性認知症に特化した全

国でも初めての“支援センター”で、東京都が「いき

いき」に事業委託するものです。

　支援センターには専門の研修を受けた“若年性認知

症支援コーディネーター”が常勤し、あらゆる若年性

認知症相談・支援にあたります。

◇相談・支援の流れ

　相談は無料。本人・家族のほか、医療・福祉関係者

も相談できる「総合ワンストップ窓口」です。

◇主なコーディネート内容

①医療機関

　・主治医への助言

　・専門医情報などの提供

②経済問題

　・医療費助成や障害年金など社会保障情報

　・手続きに関する助言(窓口までの同行も)

③サービスの受給

　・利用できる介護サービスの情報・利用手続き

④就労支援

　・職場との調整・助言

⑤契約

　・財産管理

　・福祉サービス契約の手続き

　全国若年認知症家族会・支援者連絡会 (宮永和夫会

長)が第５回全体会・総会を開きました。たけのこか

らは竹内弘道さんが出席しました。23年度の事業・会

計報告などの後、今年度のメーン事業として、来年２

月に奈良県で「全国若年認知症フォーラム」を開催す

ることを決定しました。連絡会には現在28団体が加盟

しています。

　区が主催する今年度前期の養成講座です。100人を

超える人が受講しました。東部包括支援センターの内

野喜和子さんが芝居仕立てでメーンの講座を担当。

「分かりやすかった」「もの盗られの対応が納得でき

た」など、受講者に好評でした。たけのこからは奥貫

和丸さんが「家族会から伝えたいこと」として会の活

動を話しました。

　グループホーム「上目黒つどいの家」の職員とボラ

ンティアを対象に行いました。中央包括支援センター

の蕪木和子さんの進行で、同センターの亀川看護師に

よる認知症基礎講座。続いて竹内弘道さんが認知症の

人との接し方、在宅・施設・地域連係などについて話

しました。参加者17人。

　高齢者が地域で孤立しないよう、ボランティアが定

期的に見守る制度です。平成22年に西部地区でモデル

事業としてスタートし、南部で全地区出そろうことに

なります。

　見守りを希望する「ひとりぐらし等高齢者登録」を

している人に登録ボランティアを紹介し、２週間に１

度以上、訪問したり戸外から見守ります。利用料は無

料で、ボランティアには区内商品券(年5000円以内)が

支給されます。見守り希望の高齢者は随時募集してい

ます。

申し込み・問い合わせ：

高齢福祉課在宅事業係　5722-9839

各地の包括支援センター

電話相談

訪問相談

専用電話　03-3713-8205

時間　　　９時～17時

予約制

高齢者見守り事業
９月から南部地区でもスタート

認知症サポーター養成出前講座
６月 25 日　上目黒つどいの家

認知症サポーター養成講座
６月22日　目黒区総合庁舎２階大会議室

全国若年認知症連絡会総会
５月26日　新宿・在宅サービス会議室

東京都若年性認知症総合支援センター誕生
５月18日　碑文谷



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

４－６月の活動から

検索たけのこＨＰ

■たけのこ版認知症サポーター養成講座

　６月15日。たけのこ関係者以外に５人が参加。講師

は西部包括支援センター所長の宮田由美子さん。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。

［見学・相談］

■青森県のＨさん

　５月18日。４月16日のセミナー「認知症をあきらめ

ない」に参加。下目黒で独居中の母の相談に来ました。

■大橋の中坪禎夫さん

　６月15日。NPO地球市民協力隊に所属。訪問介護の

会社も経営しています。ミニデイ見学からたけのこ認

知症サポーター養成講座に参加しました。

［ボランティア］

■国立音楽院の内田奈那さん

　国立音楽院で音楽療法の勉強をしています。レギュ

ラーの音楽ボランティアとして毎月参加してくれます。

■お花見

　４月６日。まさにたけのこ日和。この日に合わせた

かのような満開の桜でした。

■区の担当者とたけのこ運営の打ち合わせ

　４月12日。保健予防課(目黒保健所)の松尾保健師、

地域ケア推進課の伊藤保健師と運営の打ち合わせをし

ました。保健予防課の体制の変化や保健師の異動など

があったため、改めてたけのこへの関わり方を３者で

確認したものです。

■手話ダンス

　５月18日。睦さんが車いすで参加。ひさしぶりのに

こにこ顔に、みんな幸せな気分になりました。

■香港園で食事会

　６月１日。約30人が集まりました。


