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第１２回認知症対策研究会議事録 
 
１ 日 時 平成１９年４月２５日（水）午後６時３０分から９時１０分 
２ 場 所 県庁中庁舎３階 第１会議室 
３ 出席者 助川会長、永島副会長、石井委員、石元委員、今川委員、黒田委

員、小林委員、酒井委員、鈴木委員、高井委員、土屋委員、仲野

委員、滑川委員、平野委員、安田委員（以上１５名） 
      （欠席：出口委員、浜詰委員、宮地委員、山尾委員、山口委員） 
４ 内容 
（事務局）  
それでは定刻を過ぎましたので始めさせていただきます。 

平成 19 年度第 1 回目、通算で第 12 回目の認知症研究会を始めさせていただき

ます。 
高齢者福祉課の横尾ですが本年度も認知症研究会担当させていただきます。 
委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

 
本来ですと、新年度第１回ということで、また、４月の人事異動で高齢者福

祉課長も（伊豆課長から飯田課長に）変わったということで、課長が出席しご

挨拶するところですが、今日は東京で、例の高齢者虐待関係で有識者会議が急

遽入りまして、そちらに出席しており今時分会議の最中ですので、出席できま

せん御了承ください。 
 
昨年７月にこの研究会を立ち上げ、以来１１回にわたり研究会を開催してき

ました。「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、熱心なご

協議をいただきまして大変ありがとうございました。 
このテーマにつきましては、昨年度でいったん協議を終了し、昨年度末に開

催されました計画作成懇談会において助川会長から各委員の皆様に、中間報告

していただき、ご了承を得られたところです。 
今後は（後ほど説明しますが）、このテーマ『安心できる地域づくり』につき

ましては、中間報告案ということでお示ししてありますが、今年度早いうちに

中間報告書として完成させたいと思っております。そして、今年度はもうひと

つのテーマであります「若年性認知症に関する調査研究」について、ご議論い

ただければと考えています。 
委員の皆様には任期は二年ということでありますけれども、今年度も引き続

き、夜遅く大変だとは思いますが、いろいろ意見をいただければと考えており

ます。 
 

(助川会長） 
 皆様今晩は。また夜のミーティングが始まりますのでよろしくお願いします。 
１８年度議事録、事務局がものすごいボリュウム出してくださるのですが、読

み返すと言葉遣いに恥ずかしくなる思いで,今年はもう少しきちんとした言葉遣

いにしようと思っているところです。よろしくお願いいたします。 
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 早速本日の議題に入ります。今日の議題は大きく二つです。事務局で今日の

資料の確認をお願いいたします。 
 
事務局 資料の確認 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。この資料の中でひとつ議題に使われます、中間報告

の素案でありますが、これは今日の進行の方向といたしまして次第に書いてあ

りますので、３のところで認知症対策の中間報告の取りまとめ作業を後半のと

ころで皆さんに３のグループに分かれて検討していただくことになりますので、

これは後半のほうにもって行きたいと思います。もうひとつの若年性認知症の

調査研究について、これを前半のほうで皆様にご検討いただきたいというふう

に思います。 
 素案のほうは「書く書く」といって安田さんは大変なボリュームを書いてい

ただいたのですが、なかなか十分なことができていない部分がありまして、そ

の部分は後でグループのほうで検討させていただきたいと思います。 
 新しい方がいらっしゃるのでご紹介だけさせていただいたほうが分かりやす

いと思うんですが、実は私のほうで新メンバーを二人推薦させていただきまし

た。今日はまだ皆様に承認をいただいていないので、オブザーバーという形で 
いらしていただいているんですね。次第の裏のほうに新委員の参加というとこ

ろに二人推薦させていただいた方の名前が載っております。２番の新委員の参

加というところで主任介護支援専門員を取られました、脇本さんと菅井さんと

お二人を推薦させていただきました。脇本さんです。次回また改めて菅井さん

と二人で自己紹介を兼ねてご紹介いたしますが、今日はここにどんな感じでや

るのかというところで参加していただいています。ご了解くださいませ。 
 次回から発言の機会もありますので。 
 若年性認知症認知症のご説明を事務局からお願いいたします。 
 
（事務局） 
若年性認知症について案を説明させていただきます。 

これは、千葉県における若年性認知症の調査をし、結果を踏まえて必要な支援

について提案をいただくことを目的とするかと思います。 
３若年性認知症の実態調査についてです。 
・ 調査目的として事例収集を案として提案させていただきました。 
・ 調査対象は認知症対応型デイサービス施設（９８） 
     認知症対応型 GH（２６１）  
      家族の会  
      物忘れ外来です 

認知症対応型デイケアは９８ 認知症対応 GH は２６１ 物忘れ外来は

HP で見たところ県内１２箇所になります  あわせて３７１    
（老人デイサービスは予防介護を含めて７４６） 

・ 調査内容・調査項目は今後検討していただくことになるのかと思いますが、
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お配りした資料のなかに厚生省ニュースの HP を印刷したものがあります。

若年性認知症実態調査の次に群馬県の HP その後ろに調査用紙を参考として

お配りいたしました。 
・ 調査日程は５月中に事務局において、調査用紙を発送し、６月中旬までに回

収取りまとめというふうに考えています。 
４今後の研究会の日程案ですが、 
第１７回８月６日頃に若年性認知症の検討終了をと考えさせていただいてま

すので、次回１３回に調査票の内容・対象の検討をお願いし、その後事務局で

の発送回収を行い、６月２５日ごろ調査結果の報告ができたらと考えています。 
その後３回ほどお集まりいただきまとめていただけたらと思います。 

 
また、あわせて、本日この後にグループごとに推敲していただく中間報告につ

いて、５月７日ごろグループの代表者と仕上げ作業をし、次回第１３回で皆様

にお示しできればと考えています。 
以上案です。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。今回ですね、ちょっと事前にこの資料が十分な時間

がなかったかもしれないですが、読売の資料のところを見て頂けますでしょう

か、若年性認知症の実態調査です。これは去年行われました実態調査でして、

群馬県で行われた例が出ております。1 ページ目は実態調査の内容でしてこうい

う検討でやるということでして、3 ページ 4 ページ目のところで、永島さんから

手に入れていただきました、実際の第一次調査の用紙が入っています。皆さん

お分かりでしょうか。第一次調査となりまして、患者数の第一次調査用紙の中

で、施設や病院に出しておりますので、若年性の方がいたか、いないかという

データーでスクリーニングしまして、いたという回答の中で、どこにいたかと

いうのを一時調査でスクリーニングしているわけですね。でその次 1 ページ飛

ばしまして次の 2 次調査で調べているのが、いた。という回答したところに 2
次調査を行いまして、診断名についてとか医療福祉サービスは、障害者手帳は

取っているか、障害年金は受給しているか、それから介護保険によるサービス

を利用しているかどうか、それから現在のサービス、現在の生活の場所ですね、

そして認知症の程度は、現在の認知症の程度は、現在の合併身体疾患というと

ころで 2 次調査の項目が組まれているわけです。 
このデーターは去年終わっているわけですから、おいおいに発表されていく

と思うのですが、これ基本的な私たちが参考にするデーターとしては、ちょっ

と間に合わないんじゃないかと。全部データーとして出てくるまでには間に合

わないんじゃないかというふうに思っております。ただ調査項目としては私た

ちが参考にする項目にもなりますので、見ていただきまして、ただ皆様にご説

明したいのは、今回の千葉県の若年性認知症の人々の実態調査というのは、実

数調査、データーをとるための調査ではなくて、その方たちの生活実態の中か

ら課題を抽出して、県の施策にどのように反映させていくか、ということが目

的の調査ですから、非常に多くのところに調査票を出して、正確な数字を出す
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というのは、時間的にもまた調査目的からも合わないというふうに考えられま

す。ですから、これから皆様にご議論いただくのは、案のほうで示しました若

年性認知症の実態調査の目的に沿った、調査対象者をどこに、まず発送するの

というのがひとつの議論。二つ目は調査内容としてどういう課題抽出していく

わけですから、どのような項目が適切であるかというところで、どういうとこ

ろを調査項目として調査を行ったらいいか、というその大きな二つの点につき

ましてこれから御議論をいただきたいと思います。 
いろいろたくさんの知りたい項目はあると思いますが、あまり多くなりすぎ

ましたら、集計等が非常に大変となることもありますので、ぜひこういうとこ

ろの生活実態を明確にする調査内容が知りたいというところで皆様のご意見を

いただきたいと思います。 
またクリスマスツリー方式で行きたいと思いますので、ざっくばらんにご意

見をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
難しく考えないで、酒井委員。一番よく状況とか良くお分かりの方々。 

 
（酒井委員） 
 若年性の認知症ということになりますと、私今実際に現在介護しているわけ

ですが、一番目にどこに発送するかというこということなんですけれども、群

馬ですか、と同じように施設・病院。といってもすべての病院というわけには

たぶんいかないわけでしょうから、少なくとも物忘れ外来の窓口を開いてる病

院ですかね。それと後は専門医院ということになるんだと思うんですが、あと

は要は介護施設と医療施設となるんでしょうが、あとは永島さんが一番よくご

存知でしょうが、家族の会にも有る程度ニデーターがあるんでしょうが、これ

もたった今、施設と病院とほとんどの方がどちらか利用しているんでしょうか

ら、ただ実数の把握をするのでない。ということであるんであれば、重複して

もまったく問題がないんじゃないか。と思います。あと項目については若年性

の場合は、特に老人性、若年性と老人性と分けるのが適当かどうか分かりませ

んが、いわゆる認知症という中で、若年性というのは、ある種特別な問題があ

ると思うんですね。働き盛りで発症するということ。はまず経済的な問題が出

てくるということですね。これと私の乏しい知識の中ですが、どうも若年性の

人は周辺症状というんですかね、その辺が老人性の方よりも激しいような感じ

がするんですね。その辺どういうふうに対応したらいいんか。  
今ちょっと突然で思いついたままお話しましたが、さしあったって思ったの

はそんなところです。ですからここにもどこか項目があったと思うんですけれ

ど、経済的な問題となると、当然たとえば 40 代で発症したとなると、厚生年金

とか年金の支給の以前のことになりますから、そこではいわゆる障害者年金で

すか、経済的な援助。援助といえるかどうか分かりませんが、支えのひとつと

はなると思うんですけれど。あとは市町村によって違うでしょうけれど、どん

な助成の制度があるか、どうか、これがなかなか年金のことを知らない人は、

相当多いですね。永島さんあたりが家族の会で人が集まれば、その辺のことを

くどくどくどくどお話にしてますがね。その度にね。その辺は特に大切だと思

うんですがね。  
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後はやはり若くしてそういうふうになったということは、家族にとっては、

相当の精神的な負担が多いと思いますので、その辺をどういうふうにケアして

いくのか、ということになると、介護職の他に今までも話があったように地域

でどのように支えるかとか。あるいはお医者さんがただ医療だけでなくて、心

のケアをどういうふうにしていただいたら良いのか。とかちょっと私が今思い

あたったことですけれども。もう少しなんかあるような気がしますけれど今の

ところ分かりません。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。いくつかのキーワードが出てきたと思います。 
経済的な問題というキーワード。それから周辺症状の問題。これはやはり若年

の方は体が元気で、やはり行動が激しいというということが言われてる部分が

ありますので、その辺の周辺症状というキーワード。経済的問題に絡んで年金

の支給まあ老齢年金は支給以前なので、障害年金の制度に該当しているかどう

かとか、知識はあるかどうかという問題。それから非常に大事な家族の精神的

負担の問題。そして医療的な問題として医療の病気に対してだけでなくて、い

わゆる精神的のサポートですね。もう５つのキーワードが出てきました。あり

がとうございます。 
他に何か。 
  
（永島副会長） 
 酒井さんからキーワードというのが出てきたんですけれど。その 若年の実態

調査の一番大きな目的をまとめる時の「はじめに」というところをどういうイ

メージでするかを、はじめにちゃんと確認しておく必要があるんじゃないかと

思います。 若年の認知症といっても老年の認知症といっても、年齢が違うだけ

で認知症にそのものに若年の高齢者の、病気としては変わるわけではないけれ

ど、それによって起こる困難性というのが、やはり若年のほうが大きくて、若

年のことをもし問題を解決するとすれば、それは高齢者の認知症のことについ

ても大きな支えになると思うので、象徴的というか先鋭的というか、問題が浮

かび上がってくると、そのことをサポートすれば、したがってサポートするよ

うな施策いうものに、もし結び付けられるとすれば、それは高齢者の認知症に

とっても大きな収穫になるのでは。ということを目的にしたらいいんじゃない

かと。 
ここに読売の HP に出ていますけれど、生活や介護の様子や悩みなどを本人

や家族から聞き取るって言うようなことが書いてありますけれど、千葉でやる

にしても、ただ単に事例の収集というだけじゃなくて、ほんとに生活の実態と

か、介護の様子とかを、家族、本人、ケアを提供する側のサイドからとそうい

うふうに浮かび上がらせるような、そういう実態調査であってほしいなと思っ

ています。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございました。今、 若年性認知症の実態調査を行うその意義です
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ね。意義・目的をまず永島委員のほうからお話がありましたが、皆様今の「初

めに」のところをまとめてくださったような形なんですが、いかがでしょうか。

そのようなことで御了解いただいてよろしいでしょうか。もしまた今の永島委

員の今の言葉にまた付け加えたいということがあれば、また議論していただけ

ればありがたいなと思います。  
大体今永島委員がまとめてくださったところが、何で若年性をやるのか。と

いう目的のところだと思いますから、おっしゃったように若年性というのは非

常にいろいろな問題を象徴的に抱えているというところで、そこを明確にして

いくところで、ひいては高齢になったときの高齢の認知症の方たちのプラスに

なるというところも書き込んでいただいて。 
それでは調査項目の調査内容の今永島委員から提案があったのですが、本人

の問題。家族の問題。そして生活上の問題というふうにやはり項目を漠然と出

すのではなくて少し側面として分けてと宜しいですか。 
分けてということですが、でもあまり側面を固めてしまうと出しにくいと思

うんですけれど。いろんな困難なこととかどうでしょうか。 
 

（土屋委員） 
 趣旨とかよく分かるんでが、実際に調査をする方法として、やっぱり個人情

報というところにぶつかってきちゃうんですね。おそらくまず若年性の対象者

を選び出すというのは、おそらく１６疾病のひとつであるから、市町村にかけ

ても、物忘れ外来にかけてもリストというのは分かりますよね。でもそれ出せ

ませんよね。そこへどうやってたどり着いて、家族から聞くか。そこが非常に

ハードル高いんじゃないですかね。 
 
（助川会長） 
今、土屋委員のほうからありましたけれど、いわゆるプライバシーの保護の

部分から、要するに、事業所のほうに出したときは、実際のその方の情報を提

出すのは難しいのじゃないか。ということですね。本人とか家族が言う分には

かまわないわけですね。今大事なご指摘だったわけですけれど、事業所のほう

に出している場合に、事業所のほうでこのような実態がありますという出し方。

これは非常にプライバシーの保護条例に引っかからないような形の設問の出し

方にしないと難しいということでよろしいでしょうか。 
それでよく議論になるのは、数字ではかまわないが、プライバシーにかかる

部分は出せないという議論になるわけなんですけれど、そこで皆さんのご意見

をいただきたいんですが、生活上の課題を引っ張り出すときに、プライバシー

に引っかからないような調査項目を上手に設定する方法はないでしょうか。そ

の辺お知恵をいただきたいんですけれど。いかがでしょうか。はい鈴木委員 
 
（鈴木委員） 
 今の調査方法について、群馬県 HP にもありまして、調査項目、用紙が一次

と 2 次とこれで回答いただいているわけですよね。ですから今ご指摘のプライ

バシー問題云々。については群馬県これで厚生労働省が音頭を取ってという形
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でやっているようなんですけれど、群馬・茨城・愛媛ですか今年度は。       

１８年ですよね。これもう終わっているんですか。（一次調査は終わってます。） 

そしたら情報のプライバシーのほうはクリアーして、それなりの成果は上げて

いるということなんですよね。たぶん。今のご指摘はある程度は、先例があっ

て乗り越えてるんですよね。そういう気がするんですよね。いかがですか。       

今の話で、調査用紙を見ますと、状態についての質問はほとんどであり、それ

によって周辺の経済的云々とか、周辺の状況についてはあまり聞いてない、こ

ういう聞き方であれば、その辺の問題もクリアーできるのかもわかりませんけ

どいかがでしょうか 
 
（助川会長） 
 ありがとうございました。鈴木委員のは国のやった調査にのっとってやる分

には、プライバシーがかなりクリーアーされているんじゃないかというご指摘

なんですが。（ひとつ先例があります。） 
一次調査はぜんぜんプライバシーにかかる調査じゃないからいいんですが、2 次

調査のところで生年月日を出しているのは初めてでしたね。生年月日をちゃん

と書いていますから、これはかなり個人情報に。イニシアルとか生年月日が。

通常生年月日は書かないというのが多いんですが、これでやれたというのはひ

とつの先例としては非常に有難いというところだと思いますが。確かに 2 次調

査の項目はほんとに若年性認知症の病気についてがとても多くて、経済面は障

害年金を受給しているかどうかぐらいしか聞いてませんので、困難性について

の把握がされていないなあというところなんですね。もし千葉のほうで困難性

とかそういうところの経済性とかの問題。負担感とかが調査できると、かなり

新しい調査になるんじゃないか。とそういうところがあると思います。  
項目として私たちが必要なのは、年齢だけであって生年月日は必要がないか

ら、生年月日は取りましょうと。年齢でたとえば 5 歳区切りで 40 から 45。45
から 50。50 から 55。とか、年齢によって区切って、経済的な困難性があるか

どうか。そういう調査だと、非常にプライバシー的なものはクリアーするかも

しれない。 
というところで。男性と女性とも違うんですよね。これも皆さんお分かりだ

と思いますけれど、生計中心者は男性がほとんどですから、その方たちが発症

した場合の、生計中心者の発病後の困難性と、家庭の主婦であった方が発病し

たときの困難性とはまた違うと思うんですから、男女は性別は当然聞いて、年

齢までは聞いて、とかそういうふうに議論いただければ。安田さんいかがでし

ょうか。物忘れ外来等で。 
 
（安田委員） 
 家族の方に直接見せて、家庭の様子と聞く、経済状況とか聞く場合は。家族

はもちろん認知症ではないと思っていない方も結構いますので。こっちが推測

で書いてしまってもいいような気がしますけれども、それがひとつの問題点。 
うちの場合は軽い人が多い。いつも悩むんですね。確かに記憶の検査は悪い

んだけれども、メガスペクト MRI 取ると、そんなんでもない。どっちかなあと
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思うんですね。そういうところは半年経ったらまた検査しよう。そこでおっこ

っていればそうかなと。変わらなければ経過観察ということになっちゃう。 
さっきの 4 つの見ると、診断の手引きを見ると、今度はほとんどの

方が引っかかるから来るんであって、本当は点数かなんか点があって

何点以下だとすると、楽なんですけれど。この辺が難しいということ

がある。 
ＭＣＲという考え方があってマイルドコムティアインテアル、あれ

でもまだちょっと点数を見たことがないです。 
ＭＣＲ何人いるなんて言ってますけれど、何を基準に言ってるのか。こういう

のはいつまで聞いてもきりがない。診断をもうちょっと点数的に判断してやる

なら、それはそれでいいんですけれど、根本的に難しさがある。 
 
（助川会長） 
 大事なポイントを安田委員のほうから、おっしゃっていただいたんですが。

アンケートの対象者を選択する時に、本当に早期な場合は、ご本人たちが認知

症であることを受け入れていらっしゃらない場合がありまして、物忘れ外来に

出した場合に、そこのところで果たして引っかかってくるのかどうかは非常に

大事なポイントかもしれません。 
そこでそうなってくると、調査をどの対象者に送るのかという問題とも絡ん

できまして、医療機関に出して、ほんとに物忘れ外来のところで、もう経過が

あって、若年性と診断がついてしまっていれば分かりやすいかもしれない。が

まだ難しい段階の方たちもいらっしゃるのではないかということですね。平野

委員いかがですか 
 
（平野委員） 
今回は実数でなく大枠の実態をということで。あんまり根をつめちゃうとき

りがないと思う。前例があって第一次調査第 2 次調査、今話が出ました      

守秘の問題もある程度クリアーされて行っていると思うんですので、ちょっと

これに千葉バージョンという形で、少し加えられたらばと思います。生活なん

か気になるんですね。 
第２次調査は、どちらかといったら、医療が色濃いので、そういったものを

加えることができれば、まずそれで全体を把握できたらいいのではと考えてお

ります。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。やはり生活状況という言葉が出てきまして、そこの

中での困難性ということですね。課題をというところ。 
 
（永島副会長） 
 一番初めの 目的というのをはっきりさせたほうがいい とのを先ほど申し

上げたわけで、こちらの国の調査は若年性認知症というのは、どのくらいいる

のか分からないから、そのための調査なんだと思うんですね。国からお金出し
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て。だからやっぱり数とか、時間とか事務的な意味で把握しようというところ

ではないかと思うですね。千葉は幸か不幸か、この 3 つの県の中に入っていな

いんで、同じことをやってもつまんないのでないかと。それだったらせっかく

千葉で若年性認知症をやるんであれば、数字データとか。そういうものじゃな

い部分で調査をしたほうが、むしろいいんでないか。そうなると数がどのくら

いいるのじゃないことで、先ほどもいったことの繰り返しですけれど、困難性

ですとか、生活の面とか、そういうことを中身濃く入れたほうがいいんじゃな

いかと。 
実は皆さんお読みになったかどうか分かりませんけれども、「若年性認知症」

中央法規から出ている本があるんですけれど、この調査を主任研究員でやる群

馬の宮永先生が書かれたんですが、ここに事例として非常に細かく書いてある

のは、なんケースもないんですね。星の会、彩星と書くんですけど、それの家

族会を主宰してらして、５ケースくらいし書いてないんです。そのあとにすご

く詳細に書いてあるんです。医学的な理解とか支援体制にとか、普通の書き方

をしてるんですけれど。５ケースぐらいを見ただけでも、若年性認知症の実態

が非常によく分かるんです。これは本ですからこんなように千葉県の調査が出

きるわけないんですけれど、モデルとしてこんなふうのイメージをしたらいい

んじゃないかと思って、若年性をやるんだったら、皆さんに読んでいただきた

いと参考資料にと。若年性認知症の本というのはあまり出てないんです 
 
（助川会長） 
宿題が出ました。 若年の本をお読みいただくということで。できましたらお

時間とってお読みいただければと思います。 
実際的に生活の中での困難性を見ていくというところで、少し戻りますが、

この本の中でも項目として捉えているのは、本人の問題。家族の問題。それか

ら経済的な問題とか、家庭の問題という捉え方をしていると。目次をさらっと

見たときに思いましたので、例えばこのような捉え方だったら、プラーバシー

にかかわらないのではないか。 
ＮＯ１の方、年齢は何歳、今使っているサービスはなになに。その中でサー

ビスの中での適応がなかなか難しい問題がある。とか、そういうようなプライ

バシーを配慮した問題の捉え方とか、家族の会とか実際、医療機関での調査の

中では、経済的負担感を訴えているとか、そのような項目にして、本人たちの

訴えでどのようなことがあったか。という聞き方であったら、項目的には比較

できるんじゃないかと思います。 
それが負担感の問題は非常に難しくて、ちょっとでも大変だったら、大変だ

大変だ という方もいらっしゃいますし、ので、満足感とか負担感は難しい項

目なんですけれども。訴えている割合がどのくらいあるかっていうのは、ひと

つ意味があると思いますので、プライバシーに配慮しながら生活上の困難性を

浮き彫りにする調査項目を考えていただくということで、一応千葉県の方向性

としては、実数調査ではなく、生活状況の把握調査と考えていただく中でよろ

しいでしょうか。 
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（鈴木委員） 
 副会長の言われたようなことを言おうと思っていたんです。プライバシーの

障壁を乗り越えるのは、非常に難しいところもあると思いますので。かといっ

て本にあるように５例とか１つの例だけでは、県のレポートとしては物足りな

いというか、不備だと思う。私の提案としては国の調査に近い形での、ある程

度、千葉県全体を網羅するような調査をまずする。とその上でモデル例といっ

ては変ですが、軽度ではこういう人、中程度ではこういう人重度ではこういう

人。典型的な方を何人か検討をつけて、そういう人に個別折衝で情報を提供し

てもらうことを理解いただく。理解いただけなければしょうがないんですが、

御理解いただいて、そういう人たちも我々のことをもっと知ってほしいんだ。

世の中もっと認知して、経済制度とか整備してほしいと思っているわけですね。

それに役立てるんだということを申し上げて、協力していただく。そして    

具体例を集めて、それをレポートにまとめると。ある意味で二段。 全体と個

別ですねそれに対する救済策。そんなまとめ方をしたらいいんじゃないかと思

いました 
 
（高井委員） 
 今、鈴木委員から言われたことと重複するんですけれども、第一次調査は事

業所にするとしても、第２次調査はできたら家族そのものに記入していただけ

るようなやり方のほうがいいんじゃないか。さっきも鈴木委員からも言われま

したように、若年の方の物申すところがないんでね。そういう意味合いも含め

て、県の施策に反映したいというそのための調査なんです。ということも含め

て協力を仰げれば、かなりご家族も協力得られるんじゃないかと。 ２次調査

はご家族そのものが記入していただくような調査のほうがいいんじゃないか。 

特に生活困難性ということは事業者、たとえばデイサービスに来ている人で、

職員が書く困難性と、ご本人とか家族が思っている生活の困難性とは違ってく

ると思うので、できたら家族の声というか当事者及び、その周辺のご家族の声

のほうが反映できるような調査のほうがいいんじゃないかと思いました。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございました。 
 
（土屋委員） 
 家族にたどり着くまでのスッテップですが。私が提案して否定するのもなん

ですが。たとえば医療機関で治療に来られた御患者とかご家族に、「機関にこう

いう調査が来てるんですが、ご賛同いただけます？」とか一つ一つ、一人一人

聞いていただけるところまでいけば、ご家族なりにたどり着けるんですけどね。

そこが施設とか医療機関でやってくれるかどうかわからんとこ。そこを突破し

ていくしか、家族にたどり着ける。他はちょっと思いつかないんですけどね 
 
 
（助川会長） 
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ありがとうございます。非常に微妙な問題ですね。事業所とか施設とかに出

して、そこから家族にいくまでには非常に大きなギャップがあります。 その

ギャップをどのように越えるかが大事で、そこにピックアップされた人に、勝

手に家の調査に行っては、何で私のところに来たんだ とトトラブルになり、   

そこが今おっしゃっていたプライバシーの漏洩なわけなんですね。 
だから今、土屋委員がおっしゃっている 家族にたどり着くルート、ここを非常

に慎重に行わないと、この調査が逆に何も公表できない調査になってしまうリ

スクを抱えてしまうことを意味しています。 
事例を出すというのは、とても鈴木委員がおっしゃってくれたように、２次調

査で家族の声とか事例を出すのはもしかしたら、大変重要なことかも知れませ

んが、その難しさというのをもう一回ご検討いただいて。 
 それと時間的に私たちは来年度の施策提言をやりたいわけですから、この調

査を丁寧に一年をかけてやることでしたら１次調査と２次調査に分けてでも、

丁寧なデータを出すという目的に沿った調査ができると思うんですけれど。こ

の日程を見ていただいたら分かりますように、果たして２次調査までこの日程

で出来るかということと、私たちの調査は生活上の困難性を少しでもピックア

ップしたことによって、来年度の施策にも提言が出せるような形で調査結果を

用いたいということで、調査をやるのが目的ではないんですね。そこをもう一

回議論していただけますでしょうか。 
一年かけて丁寧な調査をやるんであれば、それは先進的な調査にもなるかも

知れないから、それを一本残すという議論でもかまいません。でも１次調査的

にとりあえず６月中に調査をやって施策提言をするというのであれば、今おっ

しゃっている丁寧な調査が果たして可能かどうか、日程的なこととか。お考え

いただいて、そこのところまで含めて。仲野委員どうぞ。 
 
（仲野委員） 
どこの調査だったか分からないんですけれど、前、私が勤めていたデイサー

ビスのほうに、認知症のアンケート調査が来たんです。実際。デイサービスを

ご利用の方で、最初の第一次調査が施設の職員宛で、認知症のデイサービスで

はなかったので、認知症のある方もない方もいらっしゃって、的は認知症のあ

る方に絞られてきたんですが、その結果を踏まえて２次調査がありますと、最

初からお手紙が入っていて、２次調査は細かいことになりますので、登録者数

７０くらいいるなかで認知症がある方は半分ぐらいで、調査元としてはその中

の１０人の方に家族の声が聞きたいので、認知症のある方の家族の方に確認を

取っていただいて、２次調査を送らせていただきますので、協力いただけませ

んかという調査が来ました。やはり３ヶ月くらい。最初の１ヶ月で施設からの

調査が相手方に届いて、その次またすぐ調査が来て家族に聞き取りをしなけれ

ばいけなかったのと、聞き取る部分とあとは家族に全部書いてもらって封筒に

入れてもらう部分があって、３ヶ月ぐらいかかったんですけれど。もし細かい

実態調査であるということであれば、会長がおっしゃったように、それはそれ

で取っておいて、今回はとりあえず第１次調査で。実際今困っているのは、最

初の相談窓口である施設の職員であっても困っていることは聞き取っているん
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だと思うんで、その辺でまずは、今すぐ結果の出る調査をしたらいいんではな

いかと思います。 
 

（助川会長） 
 ありがとうございます。今井委員 
 
（今井委員） 
 お忙しいので、どれだけ協力していただけるのか分からないですけれど、ア

ンケートをフリーにかける部分があれば、もう少し。丸付けて終わりでなく、

フリーになって、実際に援助されている方々も生活が分かっているわけですか

ら、困られている生活がわかっているわけですから、ちょっとフリーに書ける

ような工夫はどうかなと思いました。 
 
（助川会長） 
 項目の設定のときに自由記載の部分をやはりきちんと設けないと。ただチェ

ックチェックという形だけではなかなか出てこない部分があるんじゃないかと

いうご意見だったと思います 
 
（石元委員） 
 個人情報保護法との関係は慎重でなければ、国のは、もしかしたら問題ある

かもと反論があるのかも知れませんね。県当局がやる場合はもっと慎重で、ま

ず何を目的としてこの調査をやるんだと、その調査は若年性認知症にかかって

いる人たちにとって、将来的にこんな利益が見込まれるはずだと。たとえば経

済的困難がどの程度だとかを県としては知りたいんだとか。いうことで名前と

か特定の施設を特定して名前とか等々書くと、それを報告した施設も責任を問

われかねない。もしくは委員も特定。人数はそんなにいない全国でも２万７千

とか８千でしょうから。特定のあの人だなということがアイデンテファイです

か。トレースすれば分かるような感じになれば、やっぱり問題。個人情報保護

法に。厳密に言えばかかってくるように思うんですね。アンケート調査の時に

目的はこうですよ。と。に書いてくれた方には将来的にこんなメリットという

か受益があるんだろうかということを念頭において調査をしているんですよ。

ということをよく分かってもらうこと。 けして国がやったことをそのまま踏

襲して問題がないと僕は思いませんが。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。またもう一件大事なご意見をいただきまして、調査

の対象者にきちんと目的を、調査項目を作るときに理解して作らないとまずい。

ということになるというのは、大事なポイントになると思います。   
そうすると報告書で はじめ のところと永島委員がおっしゃっていただき

ましたけれども、調査のときもこの部分が大事であって、調査する対象者には

どういうメリットがあって必ず目的外使用はしないとか、いろんな文書をきち

んと付けてご理解いただけなければ、まずいだろうということです。 
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（鈴木委員） 
 国の調査もよく見ますと、第１次調査が終わって、今整理中なのかも分から

ないんですけれども、第２次調査は今進行中なようですね。結果全部出て、ど

こかに報告したというわけでもないから、まだリアクションは出てないわけで

すね。２次調査用紙はパスしたかどうかまだ分からない。 
したがって石元委員が言われるように、慎重にやらないと、変なところで突

っつかれる、やられても皆さん困りますので、問題なく国がやる１次調査ぐら

い。これは全然特定の属性が出ませんので、大丈夫と思いますが、第２次調査

は若干属性が出てくる。推測できる。ということで、どこから突っつかれるか

もわからないわけですね。したがいまして１次調査的なぐらいで全体は留めて、

個別編なものは本人なり家族に了解を取って、数は少なくとも それでやらな

いと大変な問題と。時間の問題とかありましたが、できる範囲でそこまでとし

ないと。時間大丈夫だからと見込みでやって、思わぬ落とし穴に落ちても皆さ

ん不幸になるわけですから、それで不十分だったとしてもそれはそれでやむを

得ないというふうに思います 
調査をやる発送とか。回収取りまとめ。これは県の方がおやりにならないの

なら誰がやるのか。できればパートでも頼んで、専任でやっていただくという

ことであれば、それなりに時間短縮と成果が出るんでないかというふうに思い

ます 
 
（助川会長） 
 調査に関しましての処理の方法は。事務局から 
 
（事務局） 
 個人情報についてありましたけど、当然、認知症研究会、県のですので、や

るとすれば、確かに石元さんが言うように、個人が特定されるのはだめだと思

うんです。そういうことがないように、個人情報の専門セクションがあります

し、よく相談してやりたいと思います 
鈴木委員が どこがやるんだ というと事務局がやらざるを得ないんですが、

パートとか雇うにしても予算がないんで、この研究会でボランティアでやって

やろうということがあれば、ありがたいと。 
 
（助川会長） 
 私たちがここで個人情報の部分が頭にありますと、なかなか自由な意見がで

ませんので、クリスマスツリーといいましたのは、どんどん知りたい内容必要

内容を出していただいて、その中で今事務局がおっしゃった個人情報の専門部

局で、これは個人情報に引っかかるとか、これは止めたほうがいいとか、ご意

見いただいた上で案を作っていただくというところでよろしいでしょうか。   

私もその辺分かりませんので、それがあるとかえって意見が出なくなりますの

で、自由に意見を出していただきまして、生活上の困難性を明確にするには、

今経済的状況の問題は出ましたが、他に何かありますか。 
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（永島副会長） 
 対象者ということなんですけれど、家族とか本人とか、どうもそこに関心が

集中しているような気がしているんですけれども、その他にこの調査をするん

であれば、たとえばケアマネとか、ＧＨの職員とかデイサービスなんかの職員

とかそういう人たちも、当然調査の対象者に入るべきだと思うんです。 
そういうところは、そういうところで、若年の人の ケアについては高齢者の

ケアよりもこういう困難性があるということを、数は少ないかもしれないけれ

ど、それなりに、さっき先鋭的といいましたけれど困難度が高いことをしてい

るんじゃないかと。そういうところの対象者という中に加えてほしい。プライ

バシーとかは別に考えるとして。そういうところはきちんと入れていかないと、

それだったら家族の会がやればいいんじゃないか、ということになってきます

けれど、それではまずいんじゃないかと思います。が如何でしょうか。ここは

専門職の方がたくさんいらしているのでその辺のご意見を伺いたいと。 
 
（助川会長） 
 いかがですか黒田委員 
 
（黒田委員） 
 ＧＨの立場なんですけれども、まず安田委員からあったような形で、物忘れ

外来等で進めていった場合は、その辺を認めたくない方々の壁がかなりあって、

推し進める部分が滞ってしまうというところで、まず、すでに施設とかで事業

所で利用しているという方から、進めって行ったほうがいいのかなというのは

すごく感じます。 
そのときに施設を既に利用している方なので、その方の在宅時代、例えば施

設入居であった場合にその在宅時代初期の頃で抱えていた問題。あるいはどん

な支援がほしかったか。というそのへんのニーズという部分と。今、現在施設

を利用している中で、また出てきた問題とか、或いは苦慮されている部分。ま

た今、こんなサービスを受けているけれど、本来はもっとこんなサービスがあ

ったらいいんだ。という声。を。 
また事業所からやっていく中で、また、その事業所を介して家族同意を得る

形で、家族の声を聞けるのが理想かなと思うんですけれど。   
時間系列の部分で課題。苦慮している部分。ニーズをきちんと見ていくのが

いいのかなと感じております。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。他にご意見はありませんか 
在宅介護支援センター、地域包括でやっていたときの例とか。 
 
（滑川委員） 
 例ではなく、私自身この方たちがどんな生活をしているのかと頭の中で考え

ながら聞いていたんです。そういう意味で社会活動というんですか、社会参加



 15

の場でどんなことで疎外されているのかとか。今ここではどんなことを困って

いるのかを。どんなことを聞きたいのかをツリー形式に出せばいいっていうこ

とだったので、私自身気になることは、社会活動の場であったり、家族とのか

かわり。認知症になっての、若年性になってしまっての家族との関わりでどん

なことで問題が起きたのか。とか。プライバシーがどこまでか分からないので

すが、そういう生活実態が分かるようなことを調査の中に入れていけば、必要

な支援が見えてくると思います。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。今川委員  
 
（今川委員）   
いつ頃、どういうように気付いてきたか。そこらへんをよく知りたいと思い

ました。 
 
（助川会長） 
高齢の場合の方のときは、大体多いのが、被害妄想的な、財布を取られたと

ですか、そういうようなところで気付く家族がとても多いです。とか典型的な

ものもあると思いますので、若年の方はどういうところで気付いてきたかがひ

とつ、今後の私たちが正しい知識を啓蒙をしてゆくときに大事なポイントにな

るかしれないですね。他に何かありますか。 
私会長ですが、サービスを断られたことがありますか。と単純に聞きたいで

すね。サービスを断られるというのは、現場ではケアマネのときに体験しまし

たので。利用できなくなったとか、断られたことがないかは、ひとつ聞きたい

ですね。 
断ったことがありますか。という聞き方もいいですね。事業所のほうで対応

仕切れなくて断ったことがありますかというのも。ひとつの大事なポイントで

すね。他に。 
 

（黒田委員） 
 今、断られたと会長の話がありましたが、今まで家族中心に話が進んでいた

と思いますけれど、事業所の立場で見た見方というのもすごく大事なので、そ

ういった若年性の人を目の前にしたときに、事業所としてどう向き合うのか、

どのようなサービスを支援してゆきたいか、或いはどんな壁でうまくいかない

のか、事業所が抱えている問題も事業所向けに発信するのは、逆に家族にとる

アンケートよりも早い形で収集できるかなと感じましたので、今回、間にあわ

らせればいいかとすごく思います。 
 
（助川会長） 
 そうですね。これから施策を考えてゆくときに、そこらへんをやらないと事

業所のほうで手を上げてくれないですよね。すごく大事なポイントだと思

います。 
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（永島副会長） 
事業所には事業所なりの言い分があって、ただその人が大変で断るのでなく

て、やはり周りの入居している人との関係だとか、そういうことで。人手のこ

とで。いろんな事で断らざるを得ないことができてくる。でそれを家族は断ら

れたと取る。そこらへんが対象者が違うことによって、別の面が出てくるので

はないかと。 
もうひとつ言えば、ケアマネさんやらがこういうのを見てますと、お医者さ

んが最初に何ともないとか、そういう言い方をされるという事もあるし。それ

から会社やなんかに勤めていて、家庭では気が付かなくても、会社のほうで仕

事ができなくなって、配置換えとか、もしかしたら辞めさせられるとか。これ

は若年ならではですよね。そういう会社にまで範囲を広げられるかどうかは分

かりませんが、家族側から本人側から見ただけじゃなくて向こう側というか、

そうところも是非。問題提起としてやるんだと思うんです。短期間でやるとい

うことは。そこらへんのことは出ていいんじゃないかと思います。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。滑川委員 
 
（滑川委員） 
 銚子の包括にいた時の経験からと言われたときに、ふっと思ったんですが、

地域包括に若年性の相談を受けた件数はないんですね。ということは、地域の

中にいない、本当は地域の中にあるんだけど把握ができない。何なんだろうと

分からない。その辺が分かることが調査項目の中に入ってきたらいいかなと思

いました。 
 
（助川会長） 
 地域の中に埋もれてしまっている という可能性をどのようにということは、

やはり相談等支援体制の必要性が、そこから出てくるんだろうと思うんですけ

れど。 
どちらかというと、都市部でどんどん事例が上がってきていまして、農村部

ではやはり非常に少ないというのは、全体的な印象としてありますね。なぜか

というとやはり、地域の抑制力がありますから、出てきにくいというのがこの

調査でも出てくると結果としていかがでしょうか 
 
（永島副会長） 
 農業とかは認知症になっても仕事を続けられるんだと。 
そういう言い方というのは極端かもしれないですが、農業とか体でやる仕事と

いうのは、勤務している人と違う部分があって、相当たっても誰かが この種

はこの時期に蒔くのよ と考えてくれれば、農作業そのものはできると思うん

ですよね。そういう部分でも包括支援に出てきてないというのは地域性として

あるんじゃないか。逆に言えば、出てこないということも一つのデーターだと
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思うんです。 
 
（助川会長） 
 ありがとうございます。でてこいないというのもひとつのデーター。そうい

うことなんです。あるから、あるデーターが必要なんでなく、こういうデータ

ーが少ないというのも貴重なデーターなのかもしれません。 
それと私の地域では５０歳代の女性で独居で若年性が早速に出てきまして、

うちで受けてほしいといわれたんですが、とりあえず地域で、頑張って。バッ

クアップするからと。で発症例が出てきました。今まで私もいないと思ってい

たんですけれど、その中で感じるのは都市部と農村部の違いは、生活スタイル

が農村部は比較的単純なんですね。そういう意味でまだ支えられる部分がある

んだと。都市部はいろいろ生活スタイルが複雑になりますよね。色んな物も今

までの生活スタイルのなかで非常にいろいろ複雑になっていているので、困難

性も早くに出てくるんだなというのは感じています。そのようなところを明確

に出せるような項目を考えて。小林委員 
  

（小林委員） 
 後から来て一生懸命頭の中で整理していたんですが、この調査は医療福祉系

のどのような施設を対象とされるんでしょうか？その範囲を決めるのは非常に

難しいのではないかと思います。それから家族や本人の意見を聞き取るのは、

非常に貴重な調査だというふうに理解しました。 
もしそうであったらば、市町村も調査対象に入れられたらいかがでしょうか

市町村の窓口にも来ている可能性が大きいので。介護の専門職というのであれ

ば市町村の職員も入れられたらいかがでしょうか？ 
 
（助川会長）   
そうですね。とても貴重なご意見で。今のところの案は、事業所と家族の会

と物忘れ外来というところで、医療と福祉と家族というところで考えているん

ですが、行政の窓口というのは、非常にもしかしたら大事な所かも知れません

ね｡生活で困ったら当然行きますから。そういう人がいましたか。という調査項

目で。いた・いないで、何歳代の人がいたか・いないか。ぐらいというのは大

丈夫でしょうか。それは検討させていただいて。ひとつ行政というのを考えた

らというご意見で。ありがとうございます。 
 
今日はじめてのところで、調査項目の検討始めたところです。できましたら

今日いただいたご意見を案といたしまして、次回の１４日ぐらいまでに事務局

でまとめますので、そのときには、１４日ぐらいまでに皆さんのところに発送

して、１４日でほぼ確定して、５月中にはまとめるといった作業でいきたいと

思います。 
では大変申し訳ないんですが、時間の関係もありまして一つ目の議題の若年

性の実態調査についてはこれで終了させていただきます。１０分休憩で８時か

ら後半の議題をスタートいたします。 


