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第１０回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１９年２月８日（木）午後６時３０分から８時３０分 

２ 場 所 県庁本庁舎５階 大会議室 

３ 出席者 助川会長、永島副会長、石元委員、今川委員、黒田委員、酒井委員、 

鈴木委員、高井委員、土屋委員、出口委員、滑川委員、浜詰委員、 

平野委員、宮地委員、安田委員、山尾委員（以上１６名） 

      （欠席：石井委員、小林委員、仲野委員、山口委員） 

４ 内容 

（事務局） 

 本日の配付資料の確認をお願いします。 

１ 認知症対策研究会中間報告について（資料 1） 

２ 認知症対策研究会中間報告書（骨子イメージ）（資料２） 

３ 認知症を知ろう･語ろうタウンミーティング開催予定表（資料３） 

４ １９年度事業について（資料４） 

５ その他（委員提供資料） 

以上です。 

では、助川会長よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

皆さんこんばんは。この研究会も中間報告をする時期に入りまして、今日は、ここ

１か月でとりまとめを行うための検討を行います。まず、事務局から御説明願います。 

 

（事務局） 

今日は、これまで６本の柱立てをし、各柱の検討が一通り終りましたので、まとめ

と今後の進め方について確認していただきたいと思います。 

３月１３日に高齢者保健福祉計画推進作業部会、３月１９日に高齢者保健福祉計画

作成懇談会が開催されます。その中で、研究会からの中間報告が予定されています。 

資料１の「認知症対策研究会中間報告について」を御覧ください。まず、目的です

が、当研究会は、官民協働による高齢者保健福祉計画の推進体制の一環として設置し

たもので、この文面は計画書Ｐ６４の表現です。 

次に、これまでの取組です。まず、検討テーマとして２つ、１つ目が認知症になっ

ても安心して暮らせる地域づくり、２つ目が若年性認知症の調査研究となりました。

次に、１つ目のテーマ、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりについて、そ

の方策を検討するにあたり、６つの視点から、取り組むべきことを検討し、①認知症

の正しい理解の普及啓発、②認知症予防、③認知症の早期発見・早期対応に向けた取

組、④相談体制の整備、⑤権利擁護体制の充実、⑥人材育成、それぞれについて事業
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提案をいただきました。そして、現在タウンミーティングが各地で開催されています

が、ここで出された意見を施策に反映していくためにも、報告書に取り込めればと考

えています。タウンミーティングの開催状況とこれまでに終了したところの報告が資

料３です。 

最後に今後の進め方です。（１）モデル地域における地域支援体制構築のためにと

いうところですが、１９年度事業と予算を計画する段階で、皆様の御提案を反映させ

て考えてきました。１９年度事業予定が資料４です。計画段階ですので、取り扱いに

御注意くださるようお願いします。（１）から（６）までありますが、これまで実施

してきました事業に加えて、新規事業として（３）に認知症地域支援体制構築等事業

を計画し、モデル地域２か所で、４つの事業を中心にやっていきたいと考えています。

資料は、中間報告にもどっていただきますが、研究会で御提案いただいたものをモデ

ル地域で実施できるよう、さらには、それが、千葉県における認知症地域支援体制の

基本になり、全県に広がっていけるようにということで書いています。ここの３つの

事業を重点的に具体化して、１９年度にすぐにでも実施できるような形までできれば

と思います。 

研究会では、この３つの事業の具体的な実施方法についてまとめることで、一定の

成果物になると思います。また、認知症サポーター養成講座は、「認知症対策は、ま

ずは認知症の理解」というように、どんな面からも必要なことであり、計画の中でも

「千葉県版認知症サポーターの養成」とあり、効果的な展開方法や教材について、具

体化すると成果物になると考えています。そのほか、提案された事業等について、第

６回にも、具体案を示すことが必要と多くの皆様からの意見にもありましたので、そ

の他の事業もある程度具体的な事業説明ができるようなものをつくっていただけれ

ばと思います。 

次に、若年性認知症の調査研究についての進め方を検討していただきたいと思いま

す。 

続いて、資料２を御覧ください。これは、中間報告の組み立て方のたたき台で、文

章表現のない骨格だけで、今後肉付けをしていくものです。構成は、はじめに、検討

経過、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに向けてで、ここではまず、イ

メージ図と小唄です。それから、その方策として、６つの視点からそれぞれ取り組む

べき事業を具体的に示せればと思います。若年性認知症の調査研究は、調査項目等今

後どう進めていくかを今日、御検討ください。モデル地域における地域支援体制構築

は、さきほどの説明と同じです。そして、おわりに、資料、となります。 

これまでの取組は、皆様の御意見をまとめたものですが、今後の進め方について、

共通認識を持っていただき、推進作業部会や懇談会までに何を、どこまで、どのよう

にするか決める場にしていただきたいと思います。 

 

（助川会長） 

みんなで具体的に検討してきたことが形になってきました。特に資料２の（２）認
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知症になっても安心して暮らせる地域づくりのための方策、ここの部分を今まで議論

してきたと思います。先ほど６つの柱と言われましたが、検討してきたことの項目が

ここに並んでいるわけです。大事なキーワードが全部盛り込まれていると思います。

もし漏れがあったら、当然その部分を中に入れ、この視点で書かれている６つの柱を

きちんとした具体的な内容で中間報告として出していくという作業に入っていくこ

とになります。このような６つの視点で、皆さん共通理解していただくことでよろし

いでしょうか。ありがとうございます。 

今日の検討事項でやらなければいけないのは、研究会全員で２０人ですが、２０人

が６つの柱に取りかかるというのは時間的なロスもありますので、分科会方式をとり、

それぞれ提案された方がいますので、そういう方々を中心に検討していくという方式

がいいと思います。前回文章になっていた部分もありますが、それをもっともっと私

たちが具体的に書き込んでいく作業になると思います。一番皆さん方がこの部分をや

りたいというところを選んでいただいて、文章構成とかそういうところも実際この委

員皆でやっていくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

その作業は、ここで文章のたたき台を書くとかそういうことではありませんので、

またメールや文書等で行ったり来たりの作業になると思います。今回ここで検討させ

ていただくのは、作業部会の中のどこに所属していただけるかというところを御希望

を取らせていただければと思います。皆さん方の御意見をまとめていたのが事務局で

すので、どの方々がどういうところに一番御意見をいただいているかという案があり

ましたら、発表してください。 

 

（事務局） 

 これまで多くの御意見をいただいた中から事務局案です。まず視点①は、永島委員

を中心に、視点②は、宮地委員にお願いできればと考えています。視点③は、安田委

員を中心に、視点④については助川会長に、視点⑤は滑川委員に、視点⑥は今川委員

にと考えています。それぞれ中心となっていただく方を、今事務局の案としてお話し

しました。柱が６本あるわけですが、それぞれの単位でやっていくのか、あるいは２

本くらいを１つのグループにして３つにするのがいいのか、やり方は話し合っていた

だければと思います。今こちらで指名させていただいた方が決定というわけではあり

ませんので、まとめていた中で、今お話しした委員の皆様が中心になっていただくの

がいいのかという考えです。 

 

（助川会長） 

 この６本の柱で、６グループに分けてしまうのか、関連性のあるところであれば、

一緒にしていくという必要性も出てくるわけです。皆さんから、これとこれは一緒に

考えた方が話の流れとしていいという御意見があれば、その部分を一緒にすることも

妥当だと思います。今お話いただいたようにこの提案事業、それから具体案を考える

に当たって、今までやっていたことと非常に関連性があって、意見をいただいた方の
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名前を出させていただいたので、それ以外にもいろいろ御意見をいただいていますの

で、どういう形でやっていけばいいのか、どうでしょうか。 

 

（鈴木委員） 

 全体のまとめのスケジュールというか、３月１３日でしたか、報告会がありますが、

それに向けて作るということですね。そうしますとどの程度のボリュームというか、

目途的にどのくらいの内容のものを作るかということがある程度わからないと、検討

してもどこまでやっていいのか、まとめの全体統一というか、例えば視点①だけが突

っ走って高くなって、濃淡が出たりすると、それでもいいのかも分かりませんけど、

要するに個別の内容はともかくとして、全体の整合性、全体はどういう概念でまとめ

るかということがあります。 

例えば、報告書のこれがドラフトなのでしょうけど、ただ字でずっと書いてあるわ

けでして、何章で何項のこういう後ろ盾があってこうだというふうに作ると、全体の

枠組みが見えてくると思います。その中でそこを埋めていけばいいと思います。これ

だとどこまでやったらいいのか、検討がつかないという気がします。 

 

（助川会長） 

 大事な御指摘だと思います。最終報告書ではないので、中間報告のスタイルという

のが委員の私たちは見えませんので、事務局として中間報告がどのくらいのボリュー

ムで、例えば項目の説明くらいのレベルでいいのか、その辺は事務局の方から御説明

願います。 

 

（事務局） 

 中間報告と最終報告との関係にもなってくると思いますが、中間報告をどう位置づ

けるかという部分もあると思います。今考えているのは、先程の重点的な３つの事業

以外の部分に関しては、共通シートのようなものを作って、ある程度こんなイメージ

でという程度を考えています。ボリューム的にも事業内容によっても違ってくると思

うので、最低限こことここ、というような内容をお示しして、記述をいただくという

形だと思います。鈴木委員から、御提案がありましたらお願いします。 

 

（鈴木委員） 

 例えば雛形があって、認知症でなくてもテーマはかまわないですけど、中間報告と

いうことで、別のテーマでやって、こういう内容の中間報告がありますと提示されれ

ば、内容は違うわけですけど、それに沿って検討がつくと思います。手探りでやって

作り上げるというのはあるでしょうけど。ただ、限られた時間でやってどの程度いい

ものができるかわかりませんし、先にある程度見当をつけた方が、綺麗に仕上がると

思います。 
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（事務局） 

 いずれにしても雛形という形でお示しはしたいと思います。イメージとしては、第

６回の時にも、これまでの意見として文章化したものをつくりましたが、そこに枠で

囲った部分が御提案いただいた事業について、細かく具体的にお示しいただくような

イメージを考えております。いずれにしても雛形という形では、共通のものになるよ

うにお示したいと思います。 

 

（助川会長） 

 第６回の時に少しまとまったものがありました。あの部分をイメージしていただい

てということだと思います。他の報告書でも、必ず中間報告書は県でたくさんあると

思いますから、それを少し提示していただいて、私たちもできればと思います。私も

もう１回確認作業をしないといけないですが、今後の進め方の中で、１９年度の重点

事業が３つあります。それが視点①の千葉県版認知症サポーター養成の事業と、視点

③の認知症の健診制度の実施、それから視点④の認知症支援チーム、これは仮称です

けれどもその養成、この３つに関しては、１９年度に実施予定でいくわけですから、

ある程度具体的な書き込みをしていかなければなりません。 

残りのところは、そういう考え方でいくと例えば認知症予防と健診、早期発見とい

うのは非常に連動していますので、同じ流れの中で医療的な部分も強いわけですから、

視点②・③をドッキングしましょうとか、視点④は相談体制の整備ですと、相談体制

の中に必ずいろいろ混乱していたりします。⑤の権利擁護の体制は地域包括もやって

いて、そういう相談体制のところで検討していますので、④・⑤を１つのグループに

して考えることもできます。視点①の千葉県版認知症サポーター養成の中で、今回具

体的に小林委員からお話いただいた教材の開発です。対象者にあった教材の開発と、

それを用いたサポーター養成であり、視点⑥のところで現在の専門職にも認知症の理

解がまだ進んでいないので、そういうところをやらなければならないという話が出て

います。今川委員をはじめいろいろ御意見をいただいて、視点①と視点⑥というのが

非常に連動しているというか、整合性があるような考え方になります。 

事務局から６本の柱で示されましたが、研究会を６つに分けるのは人数的に少ない

と思いますので、全体で３つのグループに分けさせていただいて、それで整合性のと

れる２つずつの柱をやっていただくという形にすると、１人の委員の分担量もある程

度程々になります。この３つを大きなグループに分けるというのは、いかがでしょう

か。 

 

（安田委員） 

 ２０人いて６つだと、１グループ３人から４人ですね。 

 

（助川会長） 

 どこから分けても３、４人になるので、３グループに分けた方がいいかと思います。 
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（安田委員） 

 最初に６グループというのを１回か２回やってみて、その時また似たようなところ

で、２つそこでつないで整合性を持った方がいいのかという気がします。最初からや

ってしまうと、逆に大変かなと思います。まずはそれぞれやってみて、その後で今度

は今おっしゃったような、２つにやった方がいいのかという気がします。 

 

（助川会長） 

 自分の担当するところを少し深めて、それでまた今度合わせていくという御意見で

すが、いかがでしょうか。 

  

（山尾委員） 

 私は６つに分けるのはあまり賛成ではなくて、やはり３つくらいに分けるべきだと

思います。時間的な余裕がないはずですから、３つくらいにして、その中で専門的な

部分、皆さん得意な部門がありましょうから、そちらを選んで特にやっていただくと

いう方が、まとまりやすいのではないでしょうか。 

 

（鈴木委員） 

 私も３つくらいに分けてやった方がよろしいのではないかという気がします。私の

案ですけど、今、助川会長から、①と⑥という組み合わせ、②と③が予防と早期発見

ですから関連があると思います。それから④と⑤が相談体制をやり、その先に権利擁

護体制というのがあると思います。仮に３つに分けるとして、その組み合わせがよろ

しいのではないかと思います。 

それから、今それぞれの視点に対して、まとめ役の方の候補の名前があがりました。

進め方として、こういう会議を開いてやっていくなら、リーダーの方がいろいろやっ

てまとめあがっていくのでしょうけど、メールを主体とした形でやるというお話です

ので、かなり原案的なものの提示があって、それに対して加筆修正していくとなると、

核がないと、とりあえず皆から集めてそれから核を作るというのもあるのでしょうけ

ど、今ノミネートされた方がたたき台的なものを大変でしょうけどお作りになって、

これでどうでしょうかという形で投げかけて、それに参画している皆さんがいろいろ

意見を述べ、加筆修正を加えていくという形の進め方になるのかなと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

（助川会長） 

 グループ的に分けるものは３つくらいにして、でも、たたき台が必要なので、柱の

部分で名前が出てきた方がたたき台を作ってという御意見がありました。結局この名

前というのは、今までの意見の中でそういう発言をされたということで確かにあがっ

てきていますが、たたき台を作るという作業に関しては、非常にこちらの方の事務局
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の出した案で、皆様方が戸惑われると思います。 

そういう形にするのであれば、この前出していただいた全体のたたき台の中に、そ

れぞれで加筆修正をしていくというような、全く０からたたき台を書くというのは大

変な作業だと思います。今まででも、例えば教材作成の時には、皆さんの御意見でも

いろいろ文章があるわけです。そういうものを中心にしてまとめていくか、その辺で

あまり一部に、それを中心にという形だと、せっかくの研究会で皆さんから意見をい

ただいたものが、崩れていくようなもったいない感じがします。ただ、意見として今

までは出していましたが、皆さんから集めたものを具体策として書き込む作業になっ

てくるということです。文章を書くことになりますと、急にすごく大変なことになっ

てくると思います。 

 

（滑川委員） 

 今までは皆さんが発言されてきた内容がありますからそれを集めます。発言された

内容が基本になると思います。そこにさらに担当者が皆さんの意見を盛り込む形で、

皆で作り上げていくというふうにした方がいいと思います。 

私自身今視点⑤の話を受けて、思わずずっとそこのところを眺めていましたが、や

はり権利擁護体制の充実というのは、相談業務があってそこからつながっていくもの

で、擁護だけではなくて、流れがあっての話だと思います。そういう意味では、でき

れば④と⑤は一緒の方がいいという、まず自分の身近なところで見てみました。 

 

（助川会長） 

 こういうふうにずっと検討してきていますので、皆さんからそれぞれにいろんな御

意見をいただいているわけです。そこのところを中心にというのは、この研究会の一

番大事なところだと思います。できる限り皆さんの御意見を活かしていくというのは、

中心になってくる部分だと思います。やり方は、まだ中間報告のイメージが皆共有さ

れていない中での話なので、非常にやりにくいのかと思っていますが。 

 

（今川委員） 

 集めた意見というのは、事務局の方が議事録に残していただいています。その中の

こういうポイントがいいというのを、集まった人間がラインを引いてそれをまとめて

いくとか、発言されなかった方でもここに共感するとか、ここはどうだろうかという

意見があったりすると思います。基本ベースは議事録になるのかなと思いました。 

 

（鈴木委員） 

 結局皆さんが発言されている内容というのは、ある意味部品だと思います。その部

品を綺麗に組み立てなければいけないわけです。そうすると部品の羅列ではなくて、

いろんな部品をうまく組み立てるという作業があるわけです。皆さんが言ったことを

何でも皆並べてというと、散漫で、いろいろなことがたくさん書いてあるけれども、
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何を言いたいのか趣旨がわからない、そうなりがちです。 

私のいろいろな経験からすると、パンチ力のある提案書というのは、集中して誰か

が独断と偏見でまとめあげるというのが一番で、パンチ力のある、ああなるほどとい

う共感する部分ができてきます。ところが、皆が合議制でいろいろなものを並べて書

いてあると、いろいろ書いてあるけれども、結局何が言いたいのかよくわからないと

いう文章になりがちです。だから、私が全部独断と偏見でやれるかというと、そこは

また難しいですけど、そういう意味で今ノミネートされた方が、別にやると決まって

いるわけではないと思いますが、そういう形でとりあえずまとめないと、ただ部品が

議事録にあるからそれを並べればいいというものでもないと思います。そこが難しい

ところですが、例えば事務局でもいいです。こういうストーリーで皆さんが言ったの

をこう並べました、それを加筆修正してくださいというなら、それはそれでもいいと

思います。確かに材料はあるわけですけど、いかに料理を作るかというのは、料理人

の腕によりますので、できたものが美味しいかまずいか、それで決まると思います。 

 

（山尾委員） 

 私たちがボランティアをやる場合は、これからやろうという業務に狂った人が大体

中心になります。狂うということは、一生懸命になるという意味です。無我夢中でや

るような人が引っ張っていきます。ですから、一番いいのは会長と副会長で骨子を作

られたら一番いいと思います。特にその位置について明るいわけですから。それに

我々がどういう部会にするか、私は、②と③ともう最初からそう思っていますし、そ

の限度しかお役に立てないだろうと思います。皆さんが狂ったという表現はまずいで

すが、そのくらいの人じゃないと引っ張っていけないと思っています。御苦労でしょ

うけれども、会長と副会長に骨子を作っていただいて、自分が少なくとも役に立てる

というものを６つの部分から選んで、皆さんの意思を入れていくという方法はいかが

でしょうか。 

 

（助川会長） 

 皆さんがおっしゃっている内容で共通しているところは、たたき台がないと何もス

タートできないということだと思います。まず間違った方向のたたき台を作ったら、

皆さん方がいろいろと修正とか御意見をいただけるということで、何らかの形を最初

に示すことによって、皆さん方が加わりやすいという御意見でよろしいでしょうか。 

 

（平野委員） 

 第６回で配られています報告書の素案があります。ここに空白の部分がありまして、

これが一種のたたき台なのかなと思っていました。今お名前があった６名の方、もし

くは会長・副会長なりが、はじめからたたき台を作るというのは大変な労力と時間が

必要です。３月１３日までに間に合わせなければいけないというのを考慮しますと、

ちょっと大変です。これがあって、これに基づいて話し合ってきたと思います。この
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空白の部分に加筆修正していくという形ではいかがでしょうか。 

 

（助川会長） 

 第６回の時のたたき台を、空白であった２ページだけでもいいから、全員分コピー

していただいて、それを見てイメージ化していただく方がいいと思います。 

やり方は、いろいろ今から検討していきますが、この時間で、委員の方々がどこに

特に御協力いただけるのか、御検討いただけますか。今、山尾委員から特に視点②と

③のところで御発言いただきました。他の委員の方で特にその部分に御協力いただけ

るところを御検討いただきたいと思います。 

 

（酒井委員） 

 私は、現役の介護者ということで出席しているわけですから、④についてはいろい

ろな要望もありますし、ある程度の意見を申し上げるということはできると思います

ので、視点④で。 

 

（平野委員） 

 私も職種柄、希望としましては、視点④の認知症支援チームの養成と相談機関等に

関する問題では、少しはお力添えできると思っております。 

 

（助川会長） 

 今日は御欠席ですが、小林委員は視点①の教材の開発、ここに名前が入ってくるだ

ろうと思います。 

 

（高井委員） 

 私は視点⑥の人材育成の方に入らせてください。 

 

（鈴木委員） 

 私は視点②と③でお願いします。 

 

（土屋委員） 

 ⑤がありませんので、私は⑤を。 

 

（石元委員） 

 おそらく私がこの中で、最も知識とか経験が乏しいです。なんのお役にも立てませ

んが、視点①については、自分で勉強していることもありますので①で。 

 

（浜詰委員） 

 私は訪問看護の立場からですので、早期発見、早期診断と専門医療につなげるとい
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うことをずっと主張してまいりましたので、視点③に参加させてください。 

 

（黒田委員） 

 私は認知症の研修などに携わっている立場から、視点⑥の人材育成の方で、①と⑥

が一緒になった場合に、キャラバン・メイトも受講しておりますので、そちらの方で

お役に立てればと思います。 

 

（助川会長） 

 皆さんの御意見をいただけるところが決まりまして、ありがとうございます。これ

まで発言された分野以外にも、少しは皆に回っていきます。気が付いたことや必要な

ことは、今、お名前をいただいた視点以外にも、特に平野委員は教材のところでもい

ろいろ御発言いただいたのを記憶しております。そういったところでも、やっていた

だければありがたいと思います。 

それでは、皆で作り上げていくところのたたき台の部分ですが、空白になっている

というところは、実はここの研究会のオリジナリティーを持って作っていく部分です

から、今コピーをしていただいています。見てからでないと難しいので、早めの休憩

を取らせていただきます。その間にコピーが準備できます。それを見てから、後半に

入っていきたいと思います。 

 

 

（助川会長） 

 後半に入ります。今コピーして回していただいたものが、１１月の時に出された案

の部分になります。目次のところと、一部内容のところがあります。事務局の方から、

御説明していただいてよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 最終的には、目次のような形で全体も作りますが、個別の部分の作り方に関しては

２種類付けしました。②の認知症早期発見に向けた取組という部分です。こういうこ

とがあるからこういうことが必要だという内容が書かれています。枠で囲った部分に

ついて、こういう施策が必要だというものが書かれております。御提案をいただいた

事業についての具体的な部分を、事業ごとに書いていただくというようなイメージで

す。ここにある文面、それが正しいとはもちろん思っていません。これを作った当時

に出ていた意見の中から、抽出して加筆したものです。この辺はかなり大きく変えな

ければいけないと思います。イメージとしてはこういう文面があって、事業を出して

いるわけで、個々の事業について具体的な展開方法を記述するという形です。 

もう１つの認知症予防とあります。これは柱としてあげるという話がありましたが、

まだ具体的な施策も出し合う段階ではなかったので、空白になっています。前回まで

に、意見が出されましたので、ここに何本か施策的なものが入ってくると思います。
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記述についてもこれを作った段階では、ほとんど議論されていなかったので、このよ

うな形になっています。これに文面を書き加えていくのと施策を加えて、さらにその

施策に対して具体案を示していくというイメージになります。 

 

（助川会長） 

 前出されたところで確かにこういう形だったなというのが、確認できたと思います。

２枚目に配られています認知症予防のところで、認知症予防のための施策、ここを皆

でまた具体的に話し合って、文面の内容もいろいろな御意見をいただいているので、

そこをたたき台として、書き直していく作業になってくるわけです。 

それから、全く新しい施策に関しては、例えば私が提案した認知症支援チームは、

まるで新しい考え方で、なぜ支援チームが必要なのか、そしてその支援チームの構成

はどう考えたらいいのかとか、中間報告でこの名前を聞いただけでは、一体全体これ

は何かと、懇談会の意味も考えると思います。確かにこれは、私がたたき台を書かな

ければいけないと思っているところです。認知症支援チームが、先進国ではどのよう

な形で行われていてということから、実際千葉県の中でこういう形で支援チームをや

っていくことは、非常に効果が出るだろうというところまでを含めて、たたき台と具

体的な方向性ですね。それとたたき台を書けば、皆様方からいろいろ御意見をいただ

いて、前に言っていたところのここを一緒に書き込んだらいかがですかという形にな

っていきます。 

そういうイメージで今あるたたき台の部分と、まだこの時点では検討されていなか

ったものを皆さんと検討してきました。そういうところを書き込んでいくというのが、

３月１３日までに行う作業になります。まずどういう作業を行うかという、共通認識

はよろしいでしょうか。 

最終報告書ではありませんから、まだ細かい文章で書いてということではなくて、

なぜこういうことが取り上げられてきたのかというところがわかるような内容でか

まわないと思います。そしてこれを行うことによって、施策に選んでいただくわけで

す。効果が予想されるところが、具体的にわかる文面になっていけば、中間報告書の

役割として、一番大事な部分だと思います。 

 

（土屋委員） 

 今資料をいただいて、大体イメージが分かりました。今日は一部だけいただきまし

たが、できれば事務局の方にこの第６回のそれぞれをいただければ基礎参考資料にな

るかと思います。作業ペースを上げるためにも、その辺もいただいてどんどん修正を

すれば、あと１月弱、時間が少ないので、効率的にやっていけばできるかと思います。 

 

（助川会長） 

 皆さんイメージとして、大体こういう形はよろしいでしょうか。内容の具体的な方

向性というのは、よろしいですか。では事務局の方から、第６回の時に出されたたた
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き台に、ちょっとでも議事録の中で出てきた言葉があれば付け加えていただいて、再

度郵送していただくというのがスタートになります。あまりそこで、大変な思いはな

さらなくて結構です。できるだけ早めに送っていただくことでお願いします。その後

はそれぞれのたたき台に沿って、御意見を集約して、文章化していく形になると思い

ます。記述的なものを明確にしていった方がよろしいでしょうか。最終的に１３日ま

でに、皆さんでもう１回くらいお集まりになれると考え、できましたら次回の予定を

決めて、その前に御意見集約の時間を設定した方がよろしいですね。１３日が認知症

対策研究会として、私たちが検討してきたことを懇談会の方に報告できるように、そ

の前に１回お集まりいただいて、確認作業をしたいと思います。 

 

（滑川委員） 

 お願いがあります。視点⑤の権利擁護体制の充実ですが、私自身もこの会議の中で、

成年後見制度の周知・活用とか、地域福祉権利擁護事業の推進、高齢者虐待防止の対

策というのは、日々の業務でやっていることです。ぜひ自分も積極的に関わりたいと

思っていますが、身体拘束の廃止の推進というところが、私の今の活動の中にないも

のです。この辺を、もっと現場の従事している方々に反映させていただけたらと思う

ので、御協力お願いしたいのですが、よろしくお願いいたします。 

 

（助川会長） 

 身体拘束廃止の推進というのは、どなたか御意見を出していただける方は。これも

非常に国をあげて一生懸命進めているところです。今川委員いかがですか。 

 

（今川委員） 

 今まで直接的には関わったことはないです。基本的にはどういうことが身体拘束に

なるのかという理解を広げていくというのですかね。そういうことに関する資料があ

るのか、自分は施設の中の身体拘束委員会等で活動したことはないので、申し訳ござ

いません。 

 

（助川会長） 

 黒田委員いかがですか、グループホームで。 

 

（黒田委員） 

 今千葉県の研修制度の中で、認知症の研修ともう１つ身体拘束の廃止に向けた推進

の取組という形で進められています。私は実際認知症の方の研修で携わっていますが、

身体拘束廃止についての研修で、基礎課程・専門課程という形で千葉県の実際に制度

の中ではあると思います。広い意味で、高齢者虐待の５つの定義がありますが、その

中に身体拘束も盛り込まれています。広く見れば虐待防止をすれば、自動的に身体拘

束を防止することにも話はつながってくると感じています。高齢者虐待防止対策の推
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進の話を進めていく中で、その一部として身体拘束があるということ、部分的には焦

点を絞るという形でやっていければいいのかと思います。 

 

（助川会長） 

 高齢者虐待防止法の中で、身体拘束も虐待であるという定義づけが出てきました。

ある意味、虐待防止をやるということは、身体拘束廃止の方向性を明確に出している

わけですが、現実的に身体拘束が介護現場の中でなかなか減らない、少なくならない

という現状があります。その部分を千葉県の場合にもっと推進していくためには、ど

うしたらいいのかということは、必要なことと思います。法律でいわれていても、現

場との乖離があるので、千葉県の場合はどう推進していくのかというところです。 

もう一つの研究会との整合性を持たせながら書かないと難しいという部分があり

ます。今回の中間報告ではそこまですり合わせをしていませんので、今黒田委員がお

っしゃったように防止対策の中と絡めて身体拘束の廃止というところで、中間報告は

とどめておく方がいいかもしれません。施設のあり方研究会で、当然これは具体的に

検討されていると思います。こちらの研究会はそのレベルでおいておくということで

よろしいでしょうか 

では、次の開催日程を１３日の前にもう１回とらないといけません。最後の１週間

くらい事務局の方に整理する時間を差し上げないといけませんので、５、６日あたり

で事務局の方ですぐに出欠を取って決定し、皆さんに御連絡いただけますか。これは

どちらになっても仕方がないと、御了承いただきたいと思います。 

では５、６日のどちらかまでがタイムリミットということで、今から作業に入って

いくという形になります。今日の８日から１週間くらいの間で郵便物が着くように、

事務局は全部の意見が集約できなくてもいいですので、前のたたき台にプラスいたし

まして、お送りください。 

それから皆さんで担当していただく視点に向けての御意見を書いて事務局に送り

返すということで御協力をお願いします。大体１週間を持って締め切りとさせていた

だいて、また皆さん方に発信をしていき、３月の５、６日を迎えるということでよろ

しいでしょうか。皆さんうなずかれましたので、皆様の御協力を持ってやっていただ

くということで、よろしくお願いいたします。 

次の議題に移ります。若年性認知症の調査項目に関しましては、どのような形で進

めていくのかという御意見をいただきたいと思います。永島委員、今までに若年性の

方の調査報告が本当に少ないという御意見からスタートさせていただければと思い

ます。 

 

（永島委員） 

 ２００４年に私どもの会で、若年性認知症の取組をしている都道府県及び中核市ま

での調査をしました。22/47 都道府県、11/13 政令市、18/35 中核市からの回答中、若

年認知症を把握していると答えたのは新潟県 229 人、政令市では札幌市 102 人、京都
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市 80 人、中核市では相模原市 39 人の４行政のみでした。今日の資料に出せるという

ほどの資料はありません。ただ私どもは家族の会として、ここ３年くらい本人が語り

始めたということで、若年性認知症の人に語れる人が多いです。気が付くのが早いと

か、どういうことが関係するのかわかりませんが、今テレビなどに出ている人たちは

ほとんど若年の人が多いと思います。これについては、基本的には社会的な関心もあ

り、やっとごく一部の若年の人たちが自分たちを世の中に隠さなくてもいいとか、収

入、子供など認知症高齢者よりももっといろいろ複雑な悩みや苦しみ、それからケア

するところがないからプログラムもないとかを発言し出した、ということですが、あ

りとあらゆるところが若年認知症では真っ白な状態です。 

若年性認知症に的を絞っていけば、それがひいては高齢者の認知症の人にも跳ね返

って対応が充実して、いいケアができる、その基になるのではないかという意味でま

ず調査、どこにどれくらいいるかということは、介護保険の中でケアマネが把握して

いる以外には、多分厚労省にもデータはないと思います。そんなところから始めてい

く以外ないと思います。 

今週の土日に、家族の会主催で若年サミットというのが広島であります。私も行き

ますが、若年性認知症について、各分野の専門家が集まり、サミットを行います。Ｎ

ＨＫの昨年 12 月からの一連の認知症番組など、いくつかの動きは出ています。それ

らに当事者として加藤芙貴子さんご夫妻（千葉県支部の会員）が参加しています。 

 

（助川会長） 

 つまり若年性認知症は、これからもとても大きな問題になっていくだろうと予想は

ついていますが、実態はまだ明確になっていないし、調査があまり進んでいないとい

うところで、この研究会の方で率先して取り組んでいこうと提案があったわけです。

どのような進め方をしていけばいいか、永島副会長から現状のお話しがありましたが、

御意見があればいただきたいと思います。 

 

（出口委員） 

 今日の会議に遅れてきまして、どうもすみませんでした。若年性認知症に関して、

非常に興味深く聞いてしまいました。というのは山梨にくる前から、日本人初ですか、

公の場でお話しされたという福岡市にお住まいの越智俊二さんという方がいらっし

ゃいます。越智俊二さんのお話がすごく刺激的で、山梨の方で授業にゲスト講師とし

て来ていただいたことがあります。山梨県の家族会の支部の方にもお話を持っていき、

合同開催としました。その御縁もあって福岡にも行って、越智俊二さんのご自宅で鍋

をごちそうになったり、そういった個人的な付き合いもさせていただいています。 

そこでの取組が非常におもしろくて、天神オアシスというデイサービスに通われて

から俊二さんは変わられました。それまでは非常に混乱されていたり、４７歳くらい

からそういった認知症の症状というか、職場でもトラブルがあったりして、殴り合い

の喧嘩みたいにして帰ってきたりで、５２歳で職を辞めると、奥さんにお聞きしまし
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た。前々からトラブルがあったのを、奥さんも御存知だったということでした。 

そういうことを聞いて、天神オアシスというデイサービスに通われていましたが、

今はそのデイサービスに通われていません。そこで家族会の方で痴呆の思いを知る調

査というのを全国でやった時期があって、それをきっかけに、天神オアシスのデイサ

ービスの中島さんというスタッフの方が、他の方を最初はやっていたようですが、ぜ

ひ越智さんにやってみたいと言いました。中島さんの聞き取りが非常におもしろくて、

何回もテープで録音して、痴呆の人の思いを知る調査の調査項目がいろいろあるので

すけど、物忘れで困ったことは何ですかとか、６項目くらいあります。中島さんは独

自に「忘れたいことは何ですか。忘れたくないことは何ですか。」とそれを付け加え

たようです。先ほど永島さんが、本人が語り始めてそれがセンセーショナルに取り上

げられていることに対して、僕も、あまりにもセンセーショナルに取り上げ過ぎてい

るので、戸惑うこともあります。語りばかりが取り上げられていて、逆に語りという

のは、福岡での越智さんと聞き取りをしている中島さんとの関係というか、聞き側が

あってこそ始めて語れる部分があると思います。なかなか勇気があることだし、認知

症ということだと恥ずべき病気というイメージが強い部分、自分から語ろうと思って

も、語れない状況が今まであったと思います。それを周りの受け入れる側が、聞くと

いう姿勢があってこそ、語りが出ると思います。 

提案したいと思うのは、聞き取り調査ができないかということです。本人から語り

を引き出すというか、語りをどんどん収集していくというか、どれだけできるかはプ

ライバシーとか個人情報保護もあると思いますのでわからないです。家族会がやった

痴呆の人の思いを知る調査があるので、それを若年性認知症の調査研究の１つの目的

としてできないかです。 

それはいわゆる語りだけに着目するだけでなくて、どう聞き取るか、どう受け入れ

るかという取る側の姿勢なり、そちらの方にもスポットライトを当てての方が、若年

性の語りという方に着目され過ぎている部分があるような気がします。そうすると、

どう関わればいいかというケアのあり方とか、ありようを学ぶことができると思いま

す。聞き取り調査という語りを収集していくことと同時に、聞き取りの姿勢のありよ

うといいますか、その辺うまく説明できないですけども、そういった周りの人の語り

を出す、周りの人の子供や家族、それを支援する側を含めての調査研究ができればと

考えた次第です。 

 

（助川会長） 

 これは認知症の人がどこにどれだけ存在しているかという入口調査があって、きっ

と出口委員に伝わって、そうなってくると、認知症の人にどういうふうに語ってもら

ったり、私たちがどういうふうに関われば、その方がいろんなことを話してくださる

かという最先端の調査になってくると思いますね。今ひとつ方向性が示されたのは、

永島さんが提案してくださった千葉県の中で、どのくらい若年性の方がいらっしゃる

のかというデータすらないからそこをまずしっかりと認識します。困っていらっしゃ
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る方たちだと思いますから、どこにどのくらい若年性の方がいらっしゃるか、そのデ

ータを千葉県の中でまだ全然つかんでいないです。各市町村もないでしょうから、き

ちんと実態把握をする調査が、まずスタートラインになくてはだめだろうと思います。

これはまた難しい問題で、結局若年性認知症の方々は、自分たちにそれぞれ言っても

出てくる回答はまず考えられません。現在介護サービスを使っている方とか、どこか

関係しているところからの調査でないと、実態把握はできないということが考えられ

ます。ですから、最初に実態把握をします。 

次に、千葉県としては本当に進んだ調査という今、本人の聞き取り調査及び関わり

方調査、聞き取る方法もきっとこちらの関わり方で違ってくるというまで含めた、先

進的な調査というような、いろんな段階的なものが出てくると思います。そこをこの

調査研究の方で皆さんの意見として、変えていくという形になると思います。 

それでまず、大きな２種類のタイプの調査が出てくると思います。どのような進め

方をしていくのか、今中間報告で正していく中で、次のステップとして出していく方

向性としては、最初に実態把握の調査をやらないと千葉県の現状認識ができません。

そこが最初の取り掛かりになると思います。その実態把握のやり方に関して、皆さん

の御意見をいただけないでしょうか。どのような形ですると、一番適切な実態が浮か

び上がってくるかという調査です。 

 

（今川委員） 

介護保険サービスを御利用になっている若年性認知症の方、これはそういう事業者

の方に問い合わせれば出てくると思いますが、利用には至らないというのがなかなか

若年性の難しいところかと思います。デイサービスに通ったらと言われたから、見学

に行ったり、相談もしてみたが、実際に行ってみたら、高齢の方ばかりで、自分はそ

の中には入れないとか、相談を受ける場所から拾っていく必要があります。 

 

（鈴木委員） 

 この若年性認知症の調査研究項目というのがなぜ出てきたのか、あまり記憶がない

ですけど、データ編というか、実態調査はすごく難しいと思います。例えば介護保険

で、現在利用している若年性認知症の方がいたとして、介護サービスをしていると周

りの人が、こういう若年性認知症の人がいるというのを言っていいのかどうかです。

氏名を隠して言わなければいけない、少なくともそうしないと個人情報保護がありま

すから、やたらと情報を流してはいけないわけです。だから実態把握といっても、方

法論において難しいです。 

自分から告白していろいろ言ってくれる人は、それはそれでいいですけど、仮にア

ンケートを流したとしても、家族は隠しているところもあるだろうし、本人も会社と

の関係もあって、自分は密かに思って治療はしているが、会社には言っていないとか、

そういうのは結構あると思いますので、実態調査は難しいと思います。一般化した若

年性認知症とはこういうもので、こういう特徴があってというのはできると思います
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が、データ編を作るというのは、非常に難しい作業ではないかと思います。 

 

（助川会長） 

 大変大事なポイントが入っていました。個人情報保護の観点から、個人情報として

データを集めるという形は取れないわけです。数的なものになってしまうだろうとい

うのは、どうしても否めないと思います。 

 

（滑川委員） 

 出していいか確認しないと分かりませんが、介護認定の申請をされた方は、実際サ

ービスを使う、使わないではなくて認定調査があって、その項目の中で認知度が２以

上とか３以上というようにします。どこに定義を置くかはここで考えないといけない

と思いますが、そうすると６５歳よりも下の方を若年性と考えるとすれば、２号保険

者ということで、２号保険者の中の調査員の感覚です。これが認知症と断定できるか

どうか分からなくても、その話をした時のその方の状態で、調査員が認知度２とか３

とかチェックをつけます。そういうのは、統計的なデータ処理として出すことはでき

ると思いますが、その辺どうでしょう。 

 

（土屋委員） 

 お名前はさておいて、確かに初老期からの認知症は、介護保険法では特定疾患の中

の１つですので、データは出てくるでしょう。認定申請をすれば出てきます。どの辺

までの精度の調査をするかというのが問題です。もう１つは医師会の協力を得て、実

際精神科医等にお尋ねになった数もそうです。潜在している方々がきっと多くいらっ

しゃるのですが、その方々を調査するというのは、これはもう至難の技であります。

まずは機関とか既存データを使った中で、この全体からはこのくらいいるといって、

実はもっと近くにいるんじゃないかという、何回かのステップを踏んでいかないと、

実際に若年性の方の数とかそういうものは、なかなか掴みきれないと思います。とり

あえず今のデータや協力していただける方の中からある部分を掴み出すということ

で、それこそ皆さんに若年性認知症というものをよく理解していただいて、また高い

データ等をしていくしか手がないのかなという感じがします。 

 

（永島委員） 

 介護予防のところで、チェックシートがあります。そのシートがお医者様のところ

などに行くほどの人は、かなり自分でも不安があったりするわけです。毎年、アルツ

ハイマーデーの記念講演会というのがあります。そこのイベントにたくさんの人が集

まって、チェックシートの１３項目くらいを、パソコンを使い自分でチェックしてい

きますと、人に知られずに自分のポイントがわかるというものです。そういうのをイ

ベントの会場でやっていますが、長蛇の列でなかなか順番がこないほど人が並んでい

ます。そのチェックシートは、開発されています。例えば企業などの健康診断にそう
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いうのをモデルで使ってもらうというのはだめですか。 

 

（助川会長） 

 それは先ほど鈴木委員がおっしゃったように、自分の生計に関わるようなことは。 

 

（永島委員） 

 でもある程度の枠がないと、精度的には無理です。講演会に参加した人が１０００

人来て、そのうちの１５０人がそれをやったからといっても、調査にはならないと思

います。そういうのをどこかで使ったらなんとかなるかなと思います。 

 

（土屋委員） 

 最近うちのほうも売込みが多くて、誰にも知れずに自分でチェックできる画面チェ

ックの機材というものがありますが、うちのドクター等といろいろやっていまして、

どうもプログラミングに欠陥があるようです。例えばアルツハイマー型しか反応しな

いとか、どうしても業者の売る方に傾いていきますので、その辺でまだ導入するのは

どうかと二の足を踏むところがあります。 

 

（山尾委員） 

 先日、認知症の講演会を先生にやっていただいた時に、認知症の介護をされている

方が、勇気を持っていろいろお話をなさいました。その方が認知症に関するテープを

とって必ず私のところに届けてくれます。その中で、ＮＨＫの若手の認知症の方がた

くさん声を出して言われるのを見ました。先生の講演の後に、認知症の予防という意

味で、いろんな検査方法はあるのでしょうけど、１５点の採点法で聴衆の皆さんがど

のくらいいたかわかりませんが、５～６００人いたと思います。簡単に聴衆を相手に

皆さんに電車だとか桜とか、いつどれくらい覚えていますかということをされていま

した。 

私は、県がそういう調査をするのは、不可能じゃないでしょうか。これは市町村で

やりませんとできないことだろうと思います。市町村は必ず健診制度をとっています。

その時を利用する以外、手はないと思います。これを強制するわけにもいきません。

しかしながら、皆さん自分の健康を自分で守るのは、極自然なことであります。その

辺のことを十分に活用されて、県が指導したら市町村が聞くとは思いませんが、そう

いう時に調査をします。例えば皆さんにアンケートを出していただくとか、こういう

仕組みを作れば、調査は不可能だ、難しいとおっしゃると前に進みませんので、何か

解決策を探す方法があると思っています。難しいではなくて、それをどうするかとい

う形、市町村が健診制度、私どもの町でもそんなに予防検診をやろうと思っても、実

は３割もいかないのが状況です。だから少なくとも医療費だとか介護費用を削減する

のは、その辺からと考えています。いずれにしても市町村がそういう形でやられてい

る作業に、それを織り込むというのはいかがでしょう。 
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（永島委員） 

茨城県利根町で筑波大の朝田隆先生が、人口がそんなに多くないところでやった成

果はあります。学術的なデータで、でもそれは６年か８年か、非常に長いスパンでや

っています。どのくらいの人が本物の認知症に発症したかという調査があります。そ

れにフリフリグッパーという認知症予防の体操、それをやったらどのくらい予防効果

があったとか、ごく小さい地域ですけども、長い期間で学問的な発表ができるような

データがあります。 

 

（助川会長） 

 今検討している内容が早期発見・早期対応に向けた取組に話がずれてきております。

それはなぜかといいますと、若年性の方は潜在的に発見しにくいとところから、話が

ずれておりますので、修正をさせていただきたいと思います。早期発見・早期対応の

ところは、６つの柱の中に入っております。そちらの方でどのように取り組んでいく

かという御意見を集約させていただきます。 

今回は別の柱立てで、若年性認知症の方に今全然対応の方法が考えられていないの

で、若年性認知症の方々に対しての実態把握が、プライバシーに関わることですから、

個人的な情報ではなくて、少なくともどのくらいどこに存在しているのかというとこ

ろがスタートラインで考えていきましょうというものです。早期発見・早期対応の部

分は、視点③のところで議論いただきたいと修正させていただきます。 

それではもう１回、若年性認知症の方の調査研究に関しまして、いろいろ難しい部

分があるのは皆さんも御発言いただいたとおりです。どのような形で実態を把握する

のか、特に個人情報に関わるようなデータの出し方は、非常に取りにくいだろうとい

う御意見がありました。今お困りの方々もどのくらいいるのか、数字も出ていないわ

けですから、最初はそこからスタートしないといけないわけです。土屋委員の方から

ありましたように、初老期の認知症という形で、データ的なものを収集することは数

字的には可能じゃないかということが１つです。 

サービスの部分は、使っていらっしゃらない方の方が多いだろうから、あまり実態

的な数字は出てきにくいだろうという御意見が１つ、それから相談場所には、もしか

して相談場所とか、医師の方にいろいろ相談されている方がいるかもしれないという、

そちらのルートで把握をしていくという御意見が１つ、大体今そういう御意見が出さ

れたところです。これに補足して何かございますか。 

 

（平野委員） 

 まずは数を実態的に、把握していかなければいけないと思っています。在宅におい

てはケアマネジャー、サービスを使っている人をとりあえずは把握した方がいいと思

いました。在宅においては、介護支援専門員協議会とかで御協力いただいて、在宅に

関しては数を把握できるかと思います。あとは施設の方でグループホームとかそうい
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ったところで、御協力いただけると思います。 

在宅と施設があって、数はなるべくダブらない方がいいと思います。各種の相談機

関がそれぞれたくさんあると思いますが、第４回で配られた相談体制の整備のところ

で、相談機関がいくつかあがっています。それらのところにアンケートをかけて、現

在同じ日、例えば１０月１日時点でという表現をして、施設に入っているかどうか、

サービスを使っているか、ケアマネジャーがついているか、質問項目を変えればダブ

ることはないと思います。 

ケアマネジャーがついていますとなっていれば、１０月１日時点でのケアマネジャ

ーの回答も、自分のところのケースということがわかるので、そこで数字がダブるの

は少し防げるのかと思います。アンケートを出すところによって質問項目を変えてい

けば、一応は今現在浮かび上がってきている人数は、把握できるのかと思います。全

体的なことに関しては、突っ込んでできるというのはなかなか初回では難しいと思い

ますので、第一歩はその辺からいかがかと思いました。 

 

（土屋委員） 

 気の毒なことを言えば、家庭崩壊につながる部分もあるかもしれません。ですから、

考えれば生活保護のケースワーカーからいけば、少しはあるのかもしれないと、これ

は思い付きの部分かもしれません。 

 

（助川会長） 

 数字的なものの後で、整合性を見ていくのは別に考えるとして、他にも生活保護の

ケースワーカーというのも大事な切り口で、経済的側面が非常に若年性は強いという

意味で、１つのアイディアかと思います。 

 

（黒田委員） 

 今実際に私の施設でも、グループホームに１人の若年性の方がいらしています。も

ともと東京でデイサービスを利用しながらということです。発症してからの流れがあ

って、どうしても支えきるには限界があるので、うちに来ました。グループホームに

入居しながら、日中はうちの併設している小規模のデイサービスもありますが、障害

者と一体型で今やっている方に仕事にくるというニュアンスで来ていただいている

実情があります。そこでできる限り、就労という形にまではいかないですが、本人が

少しでもそういう人の役に立ちながら違和感がない中で、極力環境を作りながら、御

家族の同意を得て進めている段階です。まだ模索中ですが、私たちも若者の障害者の

方がいるという部分で、自分の中の環境で、なんとかこの方の支え方として切り開い

ていけないかと進めました。 

高齢者施策の中で、若年性を支える受け皿が全くないというのが現状で、サービス

を受けないことで、そこが溝になってしまうというのが今の実情かと思います。そう

いった実態、もしサービスを受けているところがいくつか必ずあると思います。そう
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いうところはどういったサービスの仕方、どういう支え方をしているのかを少ない事

例かもしれないですが、いくつか見ていく中で、実際に千葉県の施策でどんなサービ

ス、受け皿があれば若年性の方でも安心して暮らせる方向に結び付けられるかという

問題があると思います。 

以前ピック病の方も支えさせていただきました。ピック病などは同じ認知症でも普

通の認知症の人と、部分的にかなり対応の仕方として違うところがあります。若年性

の男性の方に多い病気だと思いますが、ピック病も含めて、そういう人達をどう支え

るかです。テレビで、ピック病の人だけを支えているグループホームというのを以前

やっていました。そういった形を取られている地域もあるので、様々な事例を通して、

千葉県も考えていく中で、受け皿がある程度見えてくれば、こういうサービスだった

ら私たちも、という気持ちになってという切り方が見えてくると思いました。 

 

（酒井委員） 

 物忘れ外来というのが、最近多くなっています。物忘れ外来にくる人の中で、この

人は若年性でどうも認知症であるなという診断を下されたケースが、当然あると思い

ます。そういったことも実態を把握する根拠にはなると思います。潜在的な患者数と

してこの方を調べる時に、すでにデイサービスに行っている可能性もあります。実際

には、できるだけ細かく調べるだけで、確たる数を把握するというのは、ちょっと難

しいという気がします。 

 

（助川会長） 

 今議論いただいた中で、どういうところに調査をかけていくのかで、意見をいただ

きました。１つは在宅の部分、特にそれはケアマネさんが中心になる場合です。施設

は、グループホームそれから特養、忘れていけないのは介護付き有料老人ホームや、

介護保険サービス外で施設に入所されている方達です。 

次に相談場所として、地域包括支援センター等の相談機関です。そういうところが

どのくらい件数をお持ちになっているかということ、そのような介護保険関係のもの

を中心として、調査対象を考えるという、これは１つの組織体を見るという考え方で

振り分けていきました。 

その次には生活保護のケースワーカーのように、一緒に関係している仕事の中で把

握している状態はないかというのが２つ目です。 

３つ目といたしまして、物忘れ外来に代表されるように、医療機関の中で把握され

る人数が、どのくらいあるかということで、これはもうダブっているかもしれないこ

とを今は抜きにしまして、調査先として選定されるような場所があがってきたと思い

ます。 

ダブりだとかいろいろな意味で明確にするためには、今酒井委員が最後におっしゃ

ったように、調査項目をある程度明確にしていくことによって、例えば物忘れ外来に

来ている方が、介護サービスを利用していますかとか、もう相談にどこかに行きまし
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たかという、物忘れ外来でも把握できるようなデータを調査項目の中に入れます。物

忘れ外来の患者さんは、そのうちの何人、または何パーセントが介護サービスを利用

しているとか、そういう項目設定をしていくことによって、どこにもかかっていない

数の把握とかがある程度見えてくると思います。 

調査項目の方で、具体案を少しいただけますか。このような項目がぜひ必要ではな

いかとか、調査項目の中で次のステップの調査につなげていける項目になるとか、そ

ういう御意見をいただいて、項目立てを考えていければと思います。今皆さんがおっ

しゃっている中で、いくつかの調査項目が見えてきたのは、サービスをどのように受

けているかということです。ケアマネさんに聞いたりする時は、どういうことで困っ

ていますかみたいなことは出てくると思います。サービスがどこも利用できなくて困

っているということが相談機関とかケアマネさんから出てくる可能性があります。先

ほどのピック病のように病名が付いているかどうかも大事だと思います。他に何か御

意見ありますか。 

 

（酒井委員） 

 例えば施設を利用している場合、複数の施設を利用していることが当然あると思い

ますから、他の施設を利用しているかどうか、その辺も項目に入れておかないと、実

態が掴みにくいかなと思います。 

 

（永島委員） 

 調査項目というのは、病気の症状をいうのか、それともどんなに困っているかとい

う状態をいうのか、そういうところでも違ってくると思います。高次脳機能障害とい

うのがありますけど、あれは認知症ではありません。しかし、生活の状況で困ってい

ることは、ほとんど認知症と変わりがないというのは除外しておくのか、そんなに厳

密なことを決めるのも悩ましいところですが、生活上のことか、医学上のことか、そ

の辺をちゃんと明確にしていかないと困ります。 

 

（助川会長） 

 高次脳機能障害のように、認知症と同じような症状が出てしまうために、現状では

一緒になってしまっている可能性はあります。その部分がこの調査の中に入ってきた

時に、若年性認知症とカウントされてしまうリスクです。きちんと高次脳機能障害は

排除して、若年性認知症として明確にしていくということでやっていきましょうか。

そうすると、若年性認知症の定義と、高次脳機能障害の鑑別をしていただく形の、実

はこういう調査の時に、説明文が長くなります。こういうことを御理解いただいた上

で、これにお答えください、になってしまいます。特に物忘れ外来とか医療系のとこ

ろでしたら大丈夫だと思いますが、在宅の方にそういう調査をする時には、その辺は

もしかしたらミックスされてしまっている可能性があるというリスクがあります。 

調査項目というよりも調査手法の部分で、集団を明確にするための手法のお話にな
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ってきていますが、そこはどのように皆さんお考えになりますか。 

 

（土屋委員） 

 永島さんのおっしゃった話は、そうではなくて、いわゆる調査結果をどう使うのか

という視点だと思います。どういう状態の人が、どこにどれくらいいるのかという調

査の仕方もあるし、その人たちが若年性認知症にかかると、ある道をたどっていく、

その過程で今どんな状態になっているという調査をかけるのか、そういう調査は施策

展開に役立つ調査となるわけです。 

病状の調査というのは、どういう状態がどれくらいいるのかというまた別なものに

は役立つわけですけど、どちらを狙った調査にするのかということをおっしゃったと

思います。 

 

（永島委員） 

 項目で生活上のどういうところでというのなら、高次脳機能障害も入るかもしれま

せん。高次脳機能障害も今度介護保険に入るようになりましたから、若年の場合、年

齢さえはっきりしておけば、そこでそんな差別をしなくても困り方は同じだと思いま

す。私は、施策にどうつなげられるかという方を取りたいと思いますけど、どうなり

ますか。 

 

（助川会長） 

 そうなってきますと、生活上で困っていることであれば、若年性というところのタ

イトルの付け方をどういうふうにしましょう。興味としては非常にありますが、若年

性の認知症の調査研究というタイトルの中に、若年性でないものが含まれてきても生

活上困っているから、同じように扱うという考え方で。 

 

（永島委員） 

 介護保険の 2号被保険者の１６疾病の中で「初老期認知症」なら絞れるかと思いま

す。 

 

（鈴木委員） 

 皆さんのいろんな意見を聞いていまして、１つはいわゆる数量把握というか、デー

タ編につきましては、県が主催している研究会ですから、千葉県全域ということにな

るのでしょう。そうしますと、結構量的にもあると思います。認知症の方がどのくら

いいるかとか、その辺の話は介護事業者とかケアマネさんへのアンケートでは、数量

の全体把握はできないと思います。サンプリングで、こういう症状でこう困っている

とかそういうのは出ると思います。アンケートは強制力がありませんから、あるケア

マネさんで何人くらい若年性認知症の方がいますかと聞いても、答える方と答えない

方がいて、むしろ答えない方の方が多いと思います。ですから、そういうアンケート
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形式は、サンプリングのデータとして困っていることの回答になり、数量把握はある

程度強制力を伴う調査でないと実態把握できないと思います。先ほどどなたかが、あ

る程度アバウトな調査しかできないとおっしゃっていましたが、私もそう思いました。 

もう１つどなたか言われました、要介護認定の認定審査会のデータとかそういうデ

ータでないと、それも市町村がやっているわけですから、県がお願いして出してくれ

るものなのかよく分かりませんが、公的機関がある程度の公的な縛りにおいて出すと

いうことでないと、正確なデータは出てこないと思います。数量把握を仮にやるとし

たら、私はそういう方法でしかできないと思います。あとの困っていることとかそう

いう特性把握については、これはサンプリングチェックでアンケート形式でもできる

と思います。仮にやるとして、そういう方向かと思いました。 

 

（助川会長） 

 若年性認知症の調査研究というのは、今回初めて議論されていることで、まだまだ

議論を深めていく必要があると思います。今回の研究会の中で若年性の部分としても、

１本立ち上げていますので、今日ここで意見の集約をするのは、とても時間的な制約

がありましてできません。まず個人情報の観点から見ても、数字的な調査になるだろ

うということと、調査がそれぞれの段階を踏んでいく形で行われていかないと、調査

データとして集まってこないだろうということ、調査項目としてどのような形の項目

設定をしていけばいいのか、これはまだいろいろな意見が出ている段階です。とても

まとめられないと思いますので、そこまでの検討にさせていただきます。 

今後御意見がありましたら、先ほどの６つの柱と同様に、若年性の調査研究のとこ

ろで御意見をいただければありがたいと思います。今日は投げかけで終わってしまっ

たかもしれませんが、とてもいろいろ考えていただくテーマになったと思います。今

後の進め方というところで、先ほどの中間報告に向けての御協力の部分と、今検討が

始まりました若年性認知症の調査研究についての御意見の集約ということが、検討さ

れた内容になりました。以上で今日の研究会を終了させていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 資料をいただいたいた委員の方から御説明がございましたらお願いします。 

 

（山尾委員） 

 これは啓蒙活動の一環で、昨年度県の方でも協力していただきましたが、支部社協

の活動としてやったものです。１３０名というのは大変な数が集まったように思って

おります。それは事前アンケートをしたということもありまして、その方々が全部お

いでになったことで、非常に大きいと思います。 

もう１つは、この活動をこの町全体にやるためには、中心になる人、つまりタウン

ミーティングを県の方が今いろんな意味で投げかけられたことの中で、これをやった

時に町の方も実際に見ていただきました。そういう意味で町が主体になって集まって
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いただく案を作りまして、町の方に出しました。町としては、町が県より先に１７年

度にネットワークをすでに立ち上げています。研究会を１６人の委員を選んで、やっ

ておりました。提言したことが簡単には受け入れられないという状況で、町は町の施

策に基づいてやりますということです。妥協案として１６人の委員の方に、今県がど

ういう状況でこの研究会を進められているか、簡単に説明にいきました。 

次に作ったのが、町の『正しい理解とみんなが作る』というパンフレットです。こ

れが各所帯に全部配られておりまして、どこまで認識されたかは分かりませんが、１

６人の委員を中心的な存在にして、それを地域で支えるという仕組みで啓蒙するのが

一番望ましいだろうという話をしました。 

そこが一つの壁だと思いますが、進めるに当たっていい提言が仮にあっても、行政

の方としては各委員を選びますと、そちらがどうしても優先事項になってしまうわけ

です。効果的な活動につなげるのは非常に難しいというのは、たぶん地方自治法の１

３８条の３か４に出ていると思いますが、首長さんが選んだ委員をどうしても優先し

ます。そちらの方で尊重して必ずしもいい意見が採用されるとは限りません。そうい

う意味で、非常に難しいという壁を感じています。といって諦めてしまっては、効率

のいい活動にもならないということで、いろんな話の中で、こういう町が生まれたと

いうのが実情です。だんだん努力をしながら積み重ねる以外、手がないのかなという

のが実感として感じております。そういうことで、進めているという状況です。 

 

（安田委員） 

 今月、『介護保険情報』という雑誌がインタビューにきてくれて、私が出ています。

それは今まで言ってきたことなので、読んでいただければわかりますけど、その前に

本間先生のインタビュー記事が載っていて、読むと、この検討会で洩らしたこと、タ

ーミナルケアとか予算が減らされているとか、そういう話が結構出ています。もし今

後この研究会で検討したい課題もあったかと思って一応コピーしました。 

 

（助川会長） 

 ２０１５年の“団塊の世代”の高齢化に向けて、国は認知症対策に非常に力を入れ

て推進しているところです。それよりも一歩進んだ千葉県でありたいということで、

いろいろな新しいイメージのアイディアを持ちながらやっていきたいです。 

 

（事務局） 

 最後に、タウンミーティングの今後の予定を簡単に御紹介します。昨年主催者を募

集したところ、広域３会場、生活圏３会場、職域５会場という手元に一覧表を配布さ

せていただきました。今日を含めて職域が３つ終わったところです。そのうち習志野

社協、生涯大学校東総学園について、意見概要を本日配布させていただきました。今

後の検討の資料の参考にしていただきたいと思います。 

最後に今後の広域タウンミーティング、まず２月１７日にけやきプラザ、これは小
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林委員のところで、３月３日こちらは香取市、助川会長のところで、３月１１日に木

更津市の方で企画していただき、開催する予定です。 

生活圏ですが、市川市の２月１６日、太陽と緑の家、３月２日、野田市役所で行わ

れるタウンミーティングは今川委員も少しお手伝いされているとのことです。 

 

（助川会長） 

 香取の方から、一言ご説明させていただきます。香取は有名な方はどなたも呼んで

おりません。皆で作ろうということで、最初は実行委員が２０名から今３５名と、ど

んどん増えている段階です。実行委員会をやることによって、皆で認識していただこ

うというタウンミーティングのやり方をしております。 

ただ劇団を使って介護劇をやるのではなく、施設の職員やいろいろな方が集まって、

いいケアと悪いケア、すぐに禁止抑制をやるケアではなくて、こうやったら和やかに

なるということをしています。 

また、地元の方に星太鼓を演奏していただきます。パネルディスカッションは、現

在介護中の家族、過去介護経験のある方、医師は地元で今回物忘れ外来をはじめよう

というドクターから御説明をいただくということで、できれば方言がいっぱい入った

地域に一番ぴったりくるようなタウンミーティングを企画しております。 

山田公民館は、東総有料道路の先にあるところです。ぜひ委員の方もご参加いただ

ければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 時間も超過して申し訳ありませんでした。本日の会議を終了させていただきます。

次回３月５日か６日ということで、調整いたしまして、また皆さんに御連絡いたしま

す。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。 


