若年認知症交流会ちいたび会

会報誌

201５年 9 月号

街なかへ繰り出そう！
（カラオケスナック編）

（ Vol.23）
2015 年 8 月 31 日発行
―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・８月交流会の様子
「上手なかかりつけ医との付き合い方」協力 渡辺仁医師（家族組）
「街なかへ繰り出そう！第一弾（カラオケスナック編）」（本人組）
・はみだし企画その２：夏だみんなでバーベキューin 軍畑 他
次回交流会（９月）のご案内
2015 年９月 12 日（土曜日）14 時～17 時
「マイルドハートが歌声喫茶に ～みんなで歌おう懐かしの歌♪♪」
（協力：水谷正行さん）
後半：（家族）専門職を交えた情報交換
（本人）オリエンテーリングクリーン作戦
～ 楽しみながらボランティア（街中をきれいに！）
会場：マイルドハート高円寺 地域交流スペース（中野四季の森公園の西隣）
ちいたびサロンのご案内
2015 年９月 19 日、10 月 3 日 各土曜日 11 時～15 時
※９月５日(土)は、稲刈りツアー前日なのでサロンはお休みします。

その他の予定
・はみだし企画その３：きっと豊作！稲刈りツアー（９月６日(日)佐野市相場さんの田んぼ）
・地域理解促進のための講演会（11 月 8 日(日)）、「妻の病」上映会（12 月 10 日(木)）他
特定非営利活動法人
若年認知症交流会小さな旅人たちの会
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■８月交流会の様子（８月８日、マイルドハート高円寺、
本人５名、講師１名、見学者１名含む２７名参加）
若年性認知症の場合、診断後の医療との関わりは精神科の専門医とのつながりが強く
なりますが、在宅での生活を考えれば、自宅のある地域での医療とのかかわりも大事で
す。本人の急な体調変化などの際に身近に相談できる医療の存在は大きなものです。支
える家族にとってもしかりです。
ということで、今回の交流会では、中野区内でご活躍の渡辺仁先生をお招きして、か
かりつけ医に関する勉強をすることとしました。
会の冒頭にお誕生日会。その後、本人組と家族組
に分かれ、家族組は勉強会。本人組は、中野の街な
かへと操り出しました。
◆お誕生日会
恒例の誕生日会。今回は新たに結成した「ちいた美
女音楽隊」によるクワイヤチャイム生演奏でのお祝い
です。W さん、I さんおめでとう！

初お目見えの 「ちいた美女音楽隊」
みんなでまちに繰り出します！

◆勉強会「上手なかかりつけ医との付き合い方」

協力：大場診療所

渡辺仁副院長

渡辺先生は中野区医師会の副会長であり、外来診療、在宅医療の他、ケアマネジャー、
都立高校産業医、各種審査員、中野区教育委員など幅広く地域でご活躍の先生です。
＜中野区医師会について＞
○医師会の会員数：医師約５００人、３００医療機関
○医師会の役割
①地域医療・地域福祉：中野区認知症アドバイザー医、災害時医療救護活動、休日診
療、在宅難病患者への訪問診療など
②学校保健・子育て支援：予防接種、子育て応援団など
③予防医療：地域活動講演会、区民検診など
※11 月 15 日,16 日(土日)には、緩和ケア啓発イベント
「オレンジバルーンフェスタ」を開催。ご来場を！
＜かかりつけ医について＞
○地域医療で中心的な役割を担っている。
○かかりつけ医がいることのメリット
渡辺先生ありがとうございました。
いざという時すぐに診てもらえる。普段の状況を知っ
ている。ゆっくり話を聞いてもらえる。適切な医療を行える。
○症状に合った専門医を紹介してくれることを活用すべき
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大病院と地元のかかりつけ医は普段から連携を取っている。依頼して紹介状を持っ
て行くのがよい。紹介状がないと、初診時保険外併用療養費（3,240 円）がかかる。
＜在宅医療について＞
○必要性 病気になったら→医者に行く→治らない、何とかならないか→入院
⇒マイナスの循環ではなく積極的に住み慣れた地域で安心して暮せるよう支援する。
○問題点 後方病院の不足。医師だけでなく介護職等も含めた顔の見える連携が重要
＜長く生きることのできる時代＞
○科学の進歩のお陰で寿命が延びた。→老老介護も増えている。
○あとどの位生きるか考えたことがありますか？ どのくらい健康で生きられるかは？
A 平均寿命
男：80.2 歳 女：86.6 歳（平成２５年度）
B 平均余命
65 歳
75 歳
85 歳
男 19.1 年 11.7 年 6.1 年
女 24.0 年 15.4 年 8.2 年
C 健康寿命
男：70.4 歳、女：73.6 歳
A－C＝介護の必要な期間 男：9.8 年、女：13.0 年
＜今後の課題＞
○介護者をどう支援するか
あらゆる人の手を借りながらケアをする。
介護者は自分の健康に一番気を使わなければいけない。
◆会場からの感想、質問など
○かかりつけ医の重要性がわかった。広めたい。地域でのつながりづくりの面でもかかりつけ医を持
つことは大切だと思った。その一方で良い先生に出会うにはどうしたらよいのだろう。
○具体的な数字として今後を考えていなかった。これからの自分の生き方を見直さなければと思った。
○夫が若年性認知症であることを知られたくなくて近所の医者には行かれなかった。
→初めは隠したがるが、最終的には隠しきれないと知ること。困った時点でかかりつけ医に頼れば
よいのでは。家族会等やデイサービスの役割は重要である。

投
○

稿 欄

８月の交流会に参加して
東洋大学社会学部４年 上條由衣
6 月頃よりちいたび会に参加させていただいております、東洋大学 4 年の上條由衣と申します。出身地は、
長野県の松本市です。
「珍しい名字だね」と言われることがありますが、地元では 1 クラスに 2 人はいるよう
な名字なので、東京に来て初めて珍しいと知りました…！ 私自身至らない点も多くあると思いますが、精
一杯取り組んでいきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
＜8 月交流会＞ 今月の交流会では、まず 8 月のお誕生日会が行われました。今回は、チャイムを用いて
バースデーソングを演奏しました。学生 3 人は初めて触れるチャイムに戸惑いながらも指導を受けて練習を
行い、演奏に加わりました。短時間でしたが、綺麗な音を鳴らすことができた際の嬉しさや難しさ、皆で曲
を作り上げることの楽しさを実感しました。本番では無事？にバースデ
ーソングを演奏し、皆で歌をうたいお祝いをさせていただきました♪
その後、本人組と家族組に分かれ、本人組は良い天気の中、街なかへ
繰り出しました。カラオケスナックのお店で、歌をうたいながら盛り上
がりました。歌声喫茶風ということで、皆が流れる歌に合わせて口ずさ
む様子や、わいわいと盛り上がる雰囲気が印象的でした。大勢で歌う楽
しさは一人で歌うのとはまた違う楽しさがあります。私たち学生はあま
りこのような場所に行く機会がないのですが、とても良い雰囲気の中、
皆さんと楽しく充実した時間を過ごすことができました！
今後もサロンや交流会などに参加させていただくことになると思い
ます。様々な活動を通して皆様と交流させていただきたいと思いますの
で、今後ともよろしくお願いいたします！
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◇家族交流会～家族組の情報交換であったお話から～
＜本人の状態など＞

○状態が急変し短期間に病院、有料ホームと移動をしたが、中野区内の特養に入所が決まった。
＜周囲に協力を求めること＞
○本人の行動は予測できない。周りに話して協力してもらうのがよい。

○マンションの管理人にだけは話している。やはり周りには知られたくない。
○なかなか話せなかったが、退職を機に周りに話した。周りは気づいていた。
○７月からデイサービスに行くようになったら気持ちがふっきれて友人に話せた。そうしたらその
友人の妹の夫も認知症であることがわかり、いつでも手伝うからと言ってくれた。
＜サプリメント＞

○プラズマローゲンを飲んでしばらくはよかったが、イライラするようになった。病院で飲むなと
言われ、やめたらおとなしくなった。サプリをもらっているクリニックでは、効き始めたところ
だからイライラを抑える薬を併用しろと言われた。どうしたらよいのか迷っている。
○フェルガード、ココナッツオイルも試しているが、効果がわからない。
○ココナッツオイルは、火をいれると効果がなくなるそうだ。
○現在は寝てもらうための薬だけ服用し、他の薬は飲むのをやめた。フェルガードは試したが本人
が嫌がった。症状が進むなら進んでもよい、機嫌よく過ごしてくれるなら。
○治ることはないとわかっているが、少しでも維持できればと思ってしまう。
＜介護保険制度＞

○負担限度額の見極めが厳しくなった。夫婦二人分の通帳の提出が必要となり、残高で判断される。
世帯分離をすると負担限度額等有利になることもある。（青梅市の冊子を見せてくれた）
○２号被保険者（６５歳未満）は１割負担である。
＜その他＞

○利用者に若年性認知症（５８歳）の妻を介護している男性がいる。大学生の息子２人もいて家の
中は相当大変そうだ。周りに知られたくないという気持ちが強い。相談先もわからない状態。

■ちいたびサロン
◇第２２回サロン（８月１日、ちいたび会事務所、６名参加）
猛暑の中、東洋大の山下くん始め６名が集まりました。オリジ
ン弁当に買い出しに行き早めにお昼を食べて、今日も街なかクリ
ーン隊が出発。吸い殻拾いのボランティア活動です。今回も大漁！
こんなに落ちてるんですね！！
女性陣はビーズの仕分け。また、みんなでＫさんの相談をじっ
くり聞き各々の経験踏まえ意見交換しました。
◇第２３回サロン（８月２２日、ちいたび会事務所、６名参加）
午前中は人数が少なかったので、お昼は外食。高円寺
の回転すしへ行きました。午後は巻島さん持ち込みのス
イカとメロンをおいしくいただきました。
（食べてばかり
ですね(笑)） その後、女性陣は新登場の業務用ミシンの
調整。みなさん器用な人が多く、いろいろ作りたいとい
う声に応えて入手したものです。どんな作品が出来てく
るか、今後に乞うご期待。
男性陣は今日も街中クリーン作戦。だんだんと手馴れ
てきたようです。お陰様で近辺がきれいになりました。
ちいたび会には器用な人が
多いのです。
お疲れ様でした！
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■拡大理事会（８月２２日、ちいたび会事務所、９名参加）
○８月の交流会の振り返り
・本人組はカラオケスナックに出掛けたが、いつもと違った雰囲気でみな楽しんでいたように
思う。店の人も親切な対応で、I さんが誕生月だということでプレゼントもしてくれた。
・みんな歌が大好きなのでマイクを渡さない。だてマイクを数本用意しておいたらどうか。

○今後の交流会企画について
・9 月交流会のイベントは、石井ご夫妻の紹介で弾き語りの水谷さんにお願いできた。生演奏
で「歌声喫茶」風に。曲は懐かしめの歌が中心。進行は巻島さんと石井さんが担当。
・11 月交流会のイベント未定。12 月交流会はクリスマス会仕立てとし、家族、サポーターに
よるチャイム演奏を披露したい。高山さんのハンドベルグループも来てくれることになった。

○認知症みんなで考える中野ネットワーク共催事業（12 月自主上映会）について
・当日手伝える人は 12：50 に現地集合。９月中旬から周知活動を行う。
・ゼロホールは暗いので、非常口に人を配置するなど安全配慮が必要。保険には加入する。

○理解促進講演会（11 月）について
・後援名義許可＝中野区、杉並区、東京都、中野区医師会、中野区社会福祉協議会
・9 月中旬にポスター、チラシが出来上がる予定

○新たな取組について
〈１〉全国若年認知症家族会と支援者の会への加入について ⇒承認する。
・他地域の知人等にも知ってもらえる機会となる、情報交換ができるなどメリットがある。
〈２〉電話相談について ⇒実施する。
・第３土曜日の 11 時～15 時サロンの時に実施する。経験者としてのアドバイス。
・渡しやすい大きさの名刺風パンフを作ってはどうか。
〈３〉本人・家族支援事業の実施について（進行が進み難しい時期） ⇒会として検討を継続
・会として共同生活できる施設の事業化を検討ができないか。数家族が引っ越ししてきて一
緒に住む、あるいは同じエリアに住みながら、専門職に預けっぱなしではなく、家族も関
わりながら生活できるイメージ。
・既存の公的サービスの枠組みには収まらないだろう。無理に当てはめることでなく、後か
ら公的サービスとして広がっていくためのモデルとして実施することでもよい。
・会の事業としてやるなら定款変更も必要。時間がかかるので早めに動く必要がある。
・自前でというのは難しいのでは。他と手をつないではどうか。社会福祉法人など。
・スペースの確保が課題。建物を提供してくれるような篤志家を見つけられないだろうか。
・検討プロジェクトを作ってはどうか。まずはたたき台が必要。

○その他
・都立家政阿波踊りでの出店について ⇒時間が早過ぎた。土曜日は前夜祭で夕方以降が本番。
暑いせいもあって昼間は人通りがあまりなかった。
・出店時には、存在をＰＲするためにちいたび会の看板があったほうがよい。

■はみだし企画その２：夏だみんなでバーベキューin 軍畑
（８月２９日、青梅市沢井、本人６人含む２０名参加）
昨年に引き続き、青梅市の軍畑にバーベキューに出掛け
ました。いつも晴れるちいたび会の外出イベント。今回は
朝方からの小雨模様で心配しましたが、さすがちいたびパ
ワー。昼間は空も明るくなりました。
頼んだ焼肉＆焼きそばセットの他に、やきとり 50 本塩、
ホッケにサバにハタハタ、超激辛キムチ、じゃがいも、
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とうもろこし、カボチャなどなど皆からの差し入れ多数。総勢 20 人、よく食べました。そ
してよく飲みました。今度はマス釣りもどうでしょう！

みんなで準備。お手伝い

待ってました！乾杯！

早く来～い！（結構な急坂）

なぜか投げたくなるのです
伝い
風景です。乗りますか？

外に出ると本当にみんな元気です！

＜＜ みんなで出かけよう！ ＞＞
■おためし旅行その３：
自炊でみんなでワヤワヤのんびりしよう(塩山温泉)
日 時：２０１５年９月２１日～２２日（ともに祝日）一泊二日
行き先：山梨県甲州市塩山温泉 井筒屋旅館別館
アルカリ温泉です。
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＜＜ 地域の理解促進活動 ＞＞
◇地域理解促進のための講演会 2015
日時：2015 年 11 月 8 日（日曜日）14 時開演
会場：中野コングレスクエア カンファレンスルーム１
（中野区中野 4-10-2 中野セントラルパーク サウス１階）
中野四季の森公園南側、キリン本社の入っているビル
○基調講演「若年性認知症の理解と課題」
齋藤正彦氏（都立松沢病院院長）
○パネルディスカッション
「若年性認知症を地域でどう支えるか
～認知症になっても普通に生活できる地域づくり」
芦刈伊世子氏（あしかりクリニック院長）他

◇「妻の病」自主上映会（認知症みんなで考える中野ネットワーク（みかん）設立記念事業）
日時：2015 年 12 月 10 日（木曜日）13 時開場、13 時 30 分開演
会場：中野 ZERO 小ホール（中野区中野 2-9-7） 入場料 1,000 円
○自主上映会 「妻の病 – レビー小体型認知症 -」（伊勢真一監督作品）
○同作品の主人公である石本浩市医師による講演会
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＜＜ 定期旅行会、交流会、サロン ＞＞
定期旅行会（一泊二日）
■リフレッシュ旅行（於 埼玉県秩父市）
10 月 10 日,11 日(土日)の一泊二日。温泉、龍勢祭、大宴会、ピザ
づくりなど。お楽しみに！！
※10 月の交流会は、リフレッシュ旅行会のためお休みします。

月例交流会（毎月第２土開催）

龍勢 打ち上げ！

「若年認知症交流会小さな旅人たちの会」
（ちいたび会）は、若年性認知症と関わることとな
った本人・家族の交流会です。
どうすればいいのだろうと悩んだ時に、病気のことをわかっている人と話せれば、どんなに
心強いことか。でも、頼れる人に出会う機会が少ないことが、若年性認知症の悩みの一つ。
ここには、経験者、そして、現在進行形で関わっている本人・家族のみなさんがいます。そし
て協力してくれる専門職、支援者たちがいます。
お気軽にご参加ください。
・参加費 500 円。気に入ったら入会してください。
・毎回交流会終了後に懇親会も予定しています。 次回交流会の内容は表紙をご覧ください。
会場は「マイルドハート高円寺」地域交流スペース（杉並区高円寺北 1-28-1）
中野駅から徒歩 10 分。中野四季の森公園の西隣りにある介護・障害者施設です。

手 作 業 サ ロ ン （ 毎 月 第 １ ,３ 土 開 催 ）
■手作業サロン「ちいたびサロン」 実施中！
毎月第１、第３土曜日に開催。ふらっと顔を出して気ままに帰
るもよし。みんなでビーズアクセサリーづくりなどしています。
ちょっとのぞいてみませんか。
・参加費：飲み物代 200 円と昼食代の実費。
・本人同伴でも、お一人でもどうぞ。
さまざまに時を過ごします。（懇親会にて）

＜ その他の予定 ＞
■拡大理事会
誰でも参加できます。ご意見ください。
毎月の第 3 土曜 15 時から、ちいたび会事務所にて お気軽に。（次回９月 19 日）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.25
ちいたび会で外出するときは不思議に天気に恵まれます。今回のバーベキューのときも
どうにか持ちこたえてくれました。晴れ女の存在がよっぽど強いのでしょう。しばらく天
候不順気味のようですが、９月６日の稲刈りツアーどうにか天気になってほしいです。
（ ）

編集・発行

特定非営利活動法人
若年認知症交流会小さな旅人たちの会

ちいたび会

〒165-0034 東京都中野区大和町３－９－２２ ちいたび会事務局
ホームページ：http://chiitabi.jp/ メール：honbu＠chiitabi.jp
TEL/FAX：03-3338-6932 担当：高橋昭彦
本交流会は、
『中央ろうきん助成プログラム』による助成を受けて実施しています。
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