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第１５回認知症対策研究会議事概要 
 
１ 日 時 平成１９年９月１０日（月）午後６時３０分から９時００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、石井委員、今川委員、黒田委員、酒井委員、 

菅井委員、鈴木委員、高井委員、仲野委員、平野委員、滑川委員、 
宮地委員、安田委員、山尾委員、脇本委員（以上 16 名） 

     （欠席：石元委員、小林委員、土屋委員、出口委員、浜詰委員、山口委員） 
 
４ 内容 
（助川会長） 
 こういう詳しい調査をするのは、日本でも少なく、それだけ先駆的な調査になる

わけです。今日はわくわくしています。早速、事務局から実態調査結果のご説明を

お願いいたします。 
 

（事務局） 
2 次調査結果概要です。19 年 9 月 5 日現在値です 
この 2 次調査は、事業所宛 家族宛で 締め切りが 8 月末なので若干数字は動く

と思います。発送は 8 月 6 日です。 
 
１ 事業所宛の調査について 
発送数は一次調査で該当在りの方 504 名分です。 
回答は 241 名分です。そのうち 18 名が集計対象外と分かっています。 
非該当と思われる理由は 

・一件目 病名がハンチントン舞踏病 この方は認知症状無しとのことを確認しま

した。 
・白血病で入院、認知症様の諸症状については認知症そのものか、他疾患からのも

のかはっきりしないまま化学療法中（適する薬剤を見つけている様子） 
・診断名がうつ病 
・軽度認知症にて診断名なし 
・記銘力低下は軽度にあるが認知症ではない（診断名:脳挫傷後遺症･てんかん） 
・晩発性アルツハイマー認知症 66 歳 
・診断名は若年性アルツハイマーだが年齢が憶測であるため 
・ウエルニッケといわれているが記憶力の低下は特に認められないため 
・診断名が知的障害･うつ病    

となっています。 
この非該当と思われる 18 名を差し引いた人数が、有効な回答数となります。231

名です。 
 

回答内容  質問項目は転記してあります。質問項目 1－23 の回答は、別紙大き

な用紙に記載いたしました。そちらをご覧ください。 
 

居宅介護 8 枚裏表 次に地域包括、在宅介護支援センターとなります。 
 

1 ページ目、居宅介護を見ていただいて、現在年齢、性別、診断の有無 現在の
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処遇は 1 次調査の項目です。 
診断名は アルツハイマー 認知症 脳血管性 ピック病以外に パーキンソ

ン病 レビー小体 多発性硬化症 アルコール性精神病 プリオン病 コルサコ

フ 高次脳機能障害 ベーチェット病 などが上がっています。 
 

診断時年齢はすべて 64 歳以下です。 
 

発病のきっかけ症状はそれぞれです。後でご覧ください。その時の年齢も 64 歳

以下です。0 入力は記入がなかった方です 
 

気付いた人は家族が圧倒的に多く、次に職場、仕事仲間となっています。 
 

発症時の職業 原文のまま、そのまま入力していますので、企業名など出ていま

すので、この表は取り扱いご注意ください。職業は色々です。 
 

現在の仕事の状況は職に関係なくほとんどが離職です。 
 

周辺症状は ありか あったという方が 157 名 全体約の６８％です。 
 

認知症の治療は している していた 152 名 約６６％になります。 
 

他の疾患がありは 126 名 ５４％ 糖尿、高血圧、高脂血症が多いです。 
 

自立度 寝たきり度は色々かなと思われます 
  

介護保険の 2 号保険者 40 歳から 64 歳の認定者は 175 名 約７６％ 
認定されている病名は 若年性認知 脳血管疾患 がほとんどです 

 
介護度は様々です。 

 
在宅のみでサービスに至らない理由がある方は 13 名 そのうち 1 名は告知して

いないからということです。 
 

次からは入所、通所、入院、通院などの状況です。 
 

サービスの満足度は、不満という方が１２名で、大方の方が満足と答えています。 
 

サービスをどこかで断られたことがありますかの質問では 断られたことがあ

る方が 51 名です。２２％ 
 

理由は周辺症状。中でも暴力が圧倒的に多いようです。 
 
何日目ぐらいに断られたかは、一日目、見学時などの早い段階で断られている方

がほとんどです。 
 

障害年金・障害手帳の受給取得状況は 障害年金が申請中を含め受給している方
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が 76 名３３％ 障害手帳を持っている方、申請中の方は 96 人４１％となっていま

す。 
 
以上質問項目の 23 までの集計です。 

  
次に事業所宛質問の２４です。3 ページです。 
こちらは自由記載のこの方の処遇に当たって困ったことがありますか、どんなサ

ービスがあったらよいと思いますか、どんな支援があったらよいと思いますか、の

ところです。皆さん、たくさん書いていただいて、枠いっぱいに書いていただけま

した。そこからの原文抜き出しなので、取り扱いご注意でお願いいたします。（特

定の可能性があるものはこの議事録からは消去して有ります。） 
 

全部は今、ご紹介できないので大きな項目ごとに抜き出しました。 
若年性認知症・2 号保険者   生きがい・やりがい・社会参加 
介護サービス    介護施設の職員   介護以外のサービス 
家族介護     経済面   啓発   地域の力   医療 
医療保健福祉の連携   障害者福祉  相談窓口  告知 
としました。 

 
若年性・2 号保険者は、若くて体力がある、2 号保険者のデイ、ショートは本人

にとって精神的負担、2 号保険者の生活保護者は弊害が多くスムーズに行かない、

高齢者に混ざりサービスを受けることへの抵抗、通所拒否、体力がある 60 代用の

メニュー、高齢者向けのサービスというよりは治療を視点に置いた医療と福祉が合

わさったようなサービスを。などです。若い人用のグループホームもよい。会話の

内容や体力もだいぶ違う 
 
生きがい、やりがい・社会参加では、まだ若いため自分で何かできると考えてい

る、外出の機会を多くし社会参加の場を持ちたい、そこで意欲の維持向上を家族も

望む、残存機能を生かせる若年デイサービスが、市内に 2 箇所ぐらいあればよいな

どです 
 
介護サービスでは、朝早く夜遅くのデイの延長、デイやショートの迎えの時間が

もっと融通が利くとよい、気軽に申し込めるショートがあるとよい、通所延長の希

望が多い、見守り・声かけとちょっとの一部介助だが、身体介護で算定するので支

給限度基準単位がすぐいっぱいになる。その上介護保険では対応できないことも多

いので家族が自費でヘルパーと協力して、家族が対応できないときに利用している。

また家族の帰宅が遅くなるときにも自費でデイサービスを延長している（幸いにも

この方は経済的に恵まれている）。訪問介護の「見守り・声かけ・一部介助」を生

活援助で算定できたらよい、などです。 
 
介護施設の職員は、若年性ケアに対応する個別ケアを期待できるスタッフの養成、

施設介護は一対一の介護にはならず、家族がするようにはできない。施設職員の国

の基準（人数）が実際の仕事量と比較して少なすぎる。人員基準の見直しを。 
 
介護以外のサービスでは、宅配、配食、見守りサービス、家事代行などがあげら
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れています。 
 
家族介護としては、介護者（妻）の支援が難しかった、家族の介護負担を先行し

て考えねば、介護保険サービス以外に介護者への支援が必要、となっています。 
 
経済面は、働き盛りの発病が多く経済的な問題は切り離せない、60 歳に達するま

では年金ももらえず、障害年金に値する度合いでもない場合収入がなくなる 何らか

の救済措置がないものかということなどが書かれています。 
 
若年性認知症の啓発はやはり必要だということ、隣近所、身内、親戚を含め地域

の人、警察となっています。 
 
地域の力として、常時ケアがひつようになった場合、隣近所の地域のサポートが

今のところ不十分、見守り体制が希薄、周囲の理解が深く環境に恵まれ、明るく穏

やかに過ごしている。地域の理解と力をいただくことは安心に生活していく上で欠

かせないことと書かれています。 
 
医療については、専門医・サポート医に期待する方が多く、暴行が著明になった

時の精神科への緊急入院、医療の緊急施設利用も必要、となっています。 
 
また、医療―保健―福祉の連携力 

 
障害者福祉では、障害者福祉制度の中の「紙おむつの支給申請」をしたが、身体

障害者が対象といわれた。精神障害者も含めてほしいという記載もありました。 
 
相談窓口は、ひとつの窓口で介護保険、障害福祉を、介護保険・福祉の窓口に介

護者の心の相談窓口があったら良かったと有り、告知をしていないという方もいら

っしゃいました。 
 
 
 
２ 家族宛の調査について 
発送は 該当者から死亡されている方を除いた方で 459 名 
回答は 86 家族 事業所に比べてかなり少なく１９％の回答率です。 

  うち聴き取り調査 訪問調査に同意してくださる家族が 45 家族です。 
 

質問項目 
１ 主な介護者はどなたでしょうか  

妻 31 人 夫 33 人 母親２ 父親１ 娘 10 息子 4 息子の配偶者 1  

兄弟姉妹 2 施設 1 独身 1 

               
２ 主な介護者に協力してくれる方はいますか。いる場合はどなたですか 

いる  43 人 内訳は  娘 16 息子 5 息子と娘 2 夫  兄夫婦  兄弟姉妹 

子供夫婦 本人の母  娘の夫 ヘルパー会社 近状の人 孫 市のCWとケアマ

ネなど 

いない 34 人 
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3 介護年数は何年になりますか 

1 年未満 は６人、1年から 2年未満は 7人、 2 年から 3年未満は 8 人  

3 年から 4年未満は 13 人、  4 年から 5年未満は 6 人、 5 年以上は 4人、 

6 年以上は 8 人、  7 年以上は 4 人、 8 年以上は 6 人、 9 年以上は 1 人、 

10 年以上は 4人、 11 年以上は 2人、  12 年以上は 1人、13 年以上は 1人、 

14 年以上は 2 人、 15 年以上は 1人、 17 年以上は 1 人、 

未記入は 2 人  

  
  ４ 現在の日常介護の上で困難なことは何でしょうか 

・意思疎通の困難  
・暴力行為 
・気分の不安定（感情の起伏が激しい） 
・ほぼ全介助となり自分では何もできなくなること 
・排泄介助（排便コントロール・失禁・抵抗） 
・目が離せない（徘徊） 
・指示がないと次の行動に移れない 
・全身管理（寝たきりや医療行為が必要な場合） 
・多動 
・進行に伴う住宅構造への対応 
・リハビリ的なことができない 

 
 ５その解決として、どのようなサービスがあったらよいと思われますか 

・暴力行為があっても見てくれる施設 
・若年性認知症の方専用の居宅サービス 
・グループホームの減額制度など行政による金銭的援助 
・ホームヘルプサービスの長時間利用 
・オムツ（リハビリパンツを含む）の支給 
・社会参加の場（就労場所を含む） 
・早朝や夜間の介護サービスの充実 
・家族不在時の安否確認、GPS の助成や貸し出し） 
・優先的に特養入所を認めてもらえる制度 
・公的な場における介護用トイレの増設 
・住宅改修費への補助 
・言語障害などに対するリハビリの充実 
・重度化した時でも長期に預かってくれる施設 
・在宅医療の充実 
・なんでも相談ができる場所 
・「結局家族で見るしかない」・・・２件 

 
６ 発症によってご家族の生活がどう変化しましたか。 
・退職・転職を余儀なくされるなどの就労状況の変化・・・・34 

・体調不良（入院・通院を含める）・・・・・・・・・・・・ 23 

・介護者自身の時間の確保が困難になった・・・・・・・・・19 

・ストレスの増加や疲労を感じるようになった・・・・・・・17 
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・子どもへの負担が重くなる（進学をあきらめる・婚期が遅れてしまう） 

・・・・・・ 13 

・経済的に厳しくなった・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

・家事時間が増えた（介護者が男性の場合）・・・・・・・・  7 

・睡眠不足になった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

・将来に対し悲観的になった・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

・移動の制限・帰省頻度の増加・家族や縁者との別れ・・・各 1 

 
７ 発症時はどこかに相談（受診）をしましたか。 最初の相談（受診）先はどこです 

か  

相談や受診のきっかけ 
・家族が気づく・・・・・・・・・・・25 
・脳神経外科系の疾患・・・・・・・・11 
・入院中の様子から・・・・・・・・・ 6 
・職場での様子   ・・・・・・・・・5 
・本人の訴え    ・・・・・・・・・5 
・主疾患治療中に  ・・・・・・・・・3 
・親族の話から    ・・・・・・・・1 
・緊急搬送      ・・・・・・・・1 
・不明        ・・・・・・・ 21 

 
最初の相談や受診先 
・脳外科疾患などで搬送・手術・入院した医療機関・・・・・・10 
・かかりつけ医                ・・・・・・15 
・精神科・もの忘れ外来等の専門医療機関    ・・・・・・46 
・介護サービス関係              ・・・・・・ 2 
・行政機関                  ・・・・・・ 1  
・会社内の医療機関              ・・・・・・ 2 

 
８ その時の状況・経過・対応について詳しくお書きください 
経過 
・検査の有無など 

対応 
・薬の処方など 

 
個々のケースごとにより様々であり、掲載するとすれば事例紹介となりますので

省きます 
 
９ 発症からこれまでの生活の困難さは何でしょうか。どんな支援が必要だと思われます

か  
経済面 
・経済的不安の増大  
・住宅ローン団体保険の適用はどうか 
・医療費の減額を 
・何とか支払いはできている 
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・生命保険の高度障害の認定を 
 
介護・医療面 
・適当な施設がない 
・医療や施設の充実 
・支援を受けるための手続きの煩雑さ 
・サービス利用を断られる 
・徘徊に対する支援（SOS の拠点の設置・啓発活動・交通機関の従業員への啓発） 
・介護区分が上がっても、連動してサービス単価が上がってしまうということへ

の矛盾 
 
その他 
・どのように進行するかなど将来への不安 
・すべてに困難を感じる 
・病気への理解不足 
・進行を遅らせるような脳トレは 
・各種補助制度を知るまでに時間を要したこと 

 
以上、家族宛の回答内容です。 

 
３ 医師会のアンケート結果について 
宮地先生にご協力いただいた、医師会員宛のアンケート。項目のひとつで、若年

性認知症について調査していただきました。前回コメント部分を一部紹介いたしま

した。 
 

数は、発送数３１０４医療機関 
回答数 51 箇所 
若年性認知症の患者さんを何人診察していますか の数は 75 名です。 
現在年齢で多いのは 50，60 代 
発症年齢は 50 代が最も多くなっています。性別は男が多くなっています。 
診断は診察しているのですから診断なりが多いということでしょうか 

 
以上 2 次追加調査結果の概要です。 
今後データーの突合せや、精査を行いますが、事例のまとめなども必要であれば

行いたいと思います。 
 
（助川会長） 

ありがとうございました。報告に関してこれをベースとして、必ずこれを表にし

て、コメント等を加えて報告書にしてゆく作業がありますので、みなさんお気付き

になったところぜひ色々なコメントをいただければと思います。 
自由記載のコメントをどうするか、方向性を決めておかなければならないと思い

ます。たくさん自由記載を書いてしまうと、なかなか読みきれないので、大事な自

由記載が取り上げられにくくなってしまうので、どうしようかというところの御意

見をお願いします。漠然と見たところで構いませんので、何か感想とかありますで

しょうか。 
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 思っていたより皆さん、分かっていらっしゃると思いませんか。たくさん書いて

くださっています。 
若年の方のデイサービスとか、新しい若年の方に適切なデイサービスが必要との

自由記載の意見に信憑性を持たせるためのデーターとしては、これまでにサービス

を断られたことがありますか、これまでどんなサービスを断られましたかというと

ころを、きちんとデーターを整理して、今までの既存のサービスでは合わないとこ

ろがあると理由付けをしていかなくてはならないと思います。 
 
（仲野委員） 

結果を見ての感想ですが、やはり寝たきり度が軽い方が多いと思ったことと、意

外だったのがサービスに満足している返事が多いというところです。 
 
（助川会長） 

予想外ですね、ただ断られている方は早い時期に断られているというデーターな

ので、それを乗り越えて結びついていると満足しているという結果につながるのか

と、その辺の分析になるかも知れないですね。 
 
（永島委員） 

満足しているというのは本人でなく事業所の考えですよね。 
 
（助川会長） 

利用しているサービスがある場合満足している様子ですか。というところですね。

事業所側のお答えですから、サービス利用者としての気持ちはまだ出ていないとこ

ろです。 
 
（永島委員） 

家族の会では該当者は重複を避けるという意味で、サービスを使っている人は避

けたのです。こういう設問だと家族になると変わってくるという気はします。 
 
（助川会長） 

利用している当事者としての意見は取ることは大事だったと思います。 
このデーターとして、アルツハイマーだけでなく脳血管性及びアルコール性とて

もが目に付く気がしますので、認知症予防は生活習慣病予防に関係するところがあ

りますといわれているところが、このデーターかが少し出るのかなと思います。思

ったよりも脳血管性の部分が多いのに驚いたところです。 
  
（高井委員） 

要介護度が重い人が多いなと、若年は進行が早いといわれているので、診断と落

ちていったところの関連性が、どこかで分かればと。あれよ、あれよと思っている

感じがあるのだろうなと、診断を受けてから重くなっていったスピードの度合いが

知りたいと思います。 
 
（助川会長） 

あるとありがたいデーターだと思いますが、クロス集計はちょっとできないよう

な項目ではないのかと思います。 
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宮地委員から、発症の年齢と診断を受ける年齢現在の年齢の差で、ある程度推測

ができるのではとお話がありました。 
  皆さん、これは取扱注意ということで、お持ち帰りになっても注意いただきたい

ところです。次にぜひ決めたい聞き取り調査の部分がありますので、いったん休憩

とします。 
 
（助川会長） 

では後半です。 
２次調査の結果聴き取り調査の希望が４５件と出ています。 
単にこのアンケート調査をとるのではなく、聞き取りをオーケーを出したところ

には、こちらから聴き取りに行きましょうというところを２次調査の中に入れまし

た。４５件に聴き取り調査にいかなくてはならないのですが、時期的には、事務局

いつまでに？ 
この１次２次の追加調査の結果を踏まえて、聴き取り調査の項目を設定して、４

５件のところに聴き取り調査に行く段取りを組む、そこが今日のメインの話になり

ます。聴き取り調査の項目は、どうしてもこれだけは漏れては困るというところを、

皆さんからご意見をいただきまして、項目を組み立てていくというところがひとつ

です。 
そしてこの委員の皆様方と行くわけで、非常にご多忙なこと分かるんですが、御

協力をいただきまして、１２月の前半ぐらいまでしか動けないと思いますので、一

件のところに行ってきました、ではとても終わらない調査だと思います。どう見て

も午後行ったら、午後一件となり、これだけいろいろ書いてくださっているご家族

の気持ちを、汲み取るには時間もかけなければならない。かなりのチームを作って

動かなくてはいけないと、想定されるわけです。 
そこで皆様からどのように進めていかなくてはならないかのご意見をいただき

たいと思います。ヒアリングは４５件というのはすごい数だとびっくりしていると

ころです。何かいいお知恵は無いですか。家族の会はどのように実施しているので

すか 
 

（永島委員） 
調査項目はもちろん決まっているんですが、私も行きましたが、調査項目に逐一

的に聴いていくわけには行きません。特に家に行くとご本人もいるし、半分相談み

たいになってしまうことが多い。そこは皆さんプロだから。 
聞き取りの仕方、せっかく調査に協力したいという人、言いたいこともあるから

協力したいというのもあるからでしょうから、次はこれで次はこれでという聞き取

りの仕方はできない。そんな話の中でしっかりここをというところを摑んでいく、

私たちは素人だから大変でした。 
家族の会は家族の会というお互いの信頼関係があってのことだから、まだ良かっ

たんですけれど、県の事業だからと信頼はあるのでしょうけれど、私たちは素人だ

からピアカウンセリング的な手法を使わざるを得なかった。ただ聴き取り調査の結

果を報告書にまとめましたけれど、それは家族の思い，本人の思いといった調査方

法だったと思うんですけれど、反響を呼んで、いい報告書にはなったと思います。

私の行ったときは半日では帰ってこられませんでした。 
 

（助川会長） 
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やはりしっかりと気持ちを受け止めなくてはいけないということで、時間がかか

ったと思います。 
 
（脇本委員） 

支援のグループとして、相談を受けた場合の対応は、お許しを得て、二人か三人

でお邪魔させていただくということで、様々なんですが、ご一緒にお話しを聞く部

分と、ご本人とご家族のそれぞれ別にお話しさせていただいていいですか、みたい

な形が取れたら、それぞれ別にお話を聞くような形でやっております。 
最初に大体一緒にお話しをさせていただきながら、もしよろしければ個別にとい

うことでお聞きをすると、お互いに遠慮しない情報が取れたりとか、お家の状況に

もよるんですが、われわれの場合は、ピアカウンセリング的にならないので、最初

に時間を設定させていただいて、その中でやっています。２時間を越えるとしんど

いのかなと、２時間で終了するようにやっております。 
最初に自由に話していただきながら、ちょっとブレイクを入れて、足りなかった

ところをお聞きしてよろしいですか、と最後に少しお聞きしてという形でやってお

ります。 
 
（助川会長） 

ありがとうございます。やはり時間的なものは、ご本人もご家族もいらっしゃる

ような場合は、お疲れになることを考えると２時間ぐらいが限度なのではというこ

とです。 
  話される方は何時間でも話される方がいますからね。大体の時間設定をして伺う

というようなことだったと思います。 
  シートとか何か持っていた方がいいのでしょうか 
 
（鈴木委員） 

項目についてはノーアイデアなのですが、先ほどお話聞いていて、ヒアリングす

る側とされる側の期待値の違い、ヒアリングする側はデーターを集めに来ていると

いうか、そういうことであると質問調で、チェックして後で統計処理して、という

ことにも繋がるわけですけれども、この聴き取り調査は、どういう目的で、言う方

は言ったはいいけれど、その後はどうしてくれるのかな。どっかに何か言って少し

は改善してくれる動きを見せるのかな、ただお話聞いてデーターをまとめるだけで

す、では。ある程度調査に行くときまでに、前段のスタンスを決めておかないと、

言った人が逆に、精神的ストレスを自分で背負い込んでしまうと辛いし、相手に過

大な期待を抱かせてもまずいと思いますし、その辺のスタンスをはっきりして、こ

ういう考えでヒアリングするのです、とある程度決めておいたほうがいいと思うん

です。それでそれを言って、お互いに納得づくで話をしないと、変にずれがあると

まずいと思います。 
 
（助川会長） 

大変大事なことで、このヒアリングの目的が何であって、それを私たちが結果を

どういうふうに用いて行くのか、というところを明確にしておかなければというと

ころですね。ありがとうございます。 
 
（滑川委員） 
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相談を受けた場合どこに繋げるのか、自分の持っているネットワークに繋げるの

か、やはりこの認知症研究会の県のほうに上げて、その後の問題について対応を考

えるのか、受けた相談の対応を考えておかないと思います。 
 
（助川会長） 

ヒアリングの中で相談が出てきた場合と想定してよろしいですね。 
  本来的には、いろんなケアマネージャーさん達がかかわっている場合もありえる

ので、その場合はそちらの方に繋げていくのかどうするのか、 
通常はヒアリングした結果をすぐどなたかに伝えるというのは、情報の漏洩にな

りますから、ヒアリングの中の話しになってしまいますけれども、例えばその中で

まだこういう相談があって、何とかしてほしいという意志表示と、解決の希望があ

る場合は、それを伝えてもよろしいですかと。で初めて相談に入れるわけですけど、

それはヒアリングの段取りの中で、聞きました、すぐどこかに繋げますとは行かな

いわけで、やり方を明確にしていきたいと思います。 
 
（今川委員） 

項目という部分ですが、同じようなものを毎回 聞いてゆくのか、逆に聴き取り

調査をオーケーの方に特に、例えば、発症のきっかけなどいろいろあって、この中

でも訪問販売の悪質なのにひっかかってというのが出てくるんですけれど、その方

が聴き取り調査オーケーの方かわからないですけれど、こういう部分をきちんと聞

いてこなければだめだな、というのが、個別にあってそれをお聞きするのが、これ

からの部分に生かせるのかなと思います。 
 
（助川会長） 

調査項目の設定の中で、データーとしてだけとるのではなくて、個別性を大事に

しようという意見だと思います。こういう個別のヒアリングができるところのメリ

ットだと思いますので、そういうところを大切にしていくということで、ほとんど

が、そういう話が出てくると思います。ただ、流されてしまうと、同じような話し

の繰り返しになってしまいますので、相談の中で次に聴かなくてはいけないところ

に、誘導してゆく事も大事じゃないかと思います。 
 
（酒井委員） 

聴き取り調査オーケー４５名の方々の、事前に自由記載の部分の内容を十分に把

握していかないと、当然データーを取るということの目的としてはあるわけですけ

れど、訪問を受ける側としては、悩みとかあるわけですから、それについてのある

程度の解答を少しは用意していかないと、同じことを聞くというのもおかしいと思

いますし、内容をどこに上げるのかと、ケアマネージャーさんにすぐ伝えるという

わけには行かないと思いますから、県の事業ですから、こちらの委員会で受け取っ

て、それを提出する。ただ。結果を出さない限り、聴き取り調査に応じてくれた人

の意志は生きないのではないかと思います。 
 
（助川会長） 

ありがとうございます。相談的な部分が出てきたときに、ある程度受け止めて、

結果を出してゆくということが大切ではということですね。 
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（平野委員） 
１２月の頭ぐらいには終わらせるということなので、４５件を２人体制で行くの

か１人で行くのか問題なのですが、脇本委員の意見に賛成なのですが、二人で行っ

てみんなで話しを聞いた後に、ご本人ご家族様と別に聞くと，聴きづらかったこと

も含めて聞けるのではと思います。その辺でどのくらいのスタッフが委員の中にお

られるのか、そういう問題もあるのですが、早急に決めないと、今日は９月１０日

なのでそのあたりはどうですか。 
 
（助川会長） 

その辺はここまで数が多いというのは想定していなくて、４５件というのは、う

れしい数になりまして。１０月、１１月、９月の後半まで入れて３ヶ月無い訳で、

月に１５件のペースになるかと思います。１５件、先ほどのご意見を皆さんからお

伺いしていて、半日単位でしか動けないということになると、１５件はかなり大き

な数になります。 
１人ではなくチームでとなると２人でいいですか、３人になると日程調整が難し

くなるので、せめて二人ですよね。こちらの都合をつけても相手の日程があります

ので、２人ペアになっていただいて、１５件をこなしていくためには、何チームい

るかということになるのですが、全体でこの委員会、守秘義務がかかっているわけ

ですから、この委員会で行くわけですけれども、ご協力いただけるという方は、１

件でもご協力いただける方は挙手していただいて。 
欠席の委員のところまでご連絡していただいて。 
４５件を事務局で整理していただいて、どこの市町村にどれだけいるというデー

ターを先に出していただけますでしょうか、いまメモリーウォークでやってきて、

地域性が見えてきたところですから、圏域ごとにして作って動くという形で、チー

ム編成をしていければ大丈夫です。 
 
（宮地委員） 

項目を決めていければ、柏であれば行ける可能性はあると思います。 
 
（助川会長） 

どの地域にどのくらいいるかというデーターをいただいて、皆さん大体ご協力い

ただけるので、そこで圏域ごとに考えていくということでいかがでしょうか。 
 
（永島委員） 

基本的なことですけれど、本人と介護者と両方いなければだめですか。だめだと

思うんです。デーに本人が行っている留守は、本人が見えないで家族への聴き取り

になります。原則としては本人と家族に聴き取るということでしょうか。 
その家に行くっていうことは非常によく分かるんです。例えば入浴が困難だとい

うことで、浴槽がどうなっている、とそこまで見せてくれた人もいましたから、生

活がどうなっているかと丸々見えるんです。 
それから地域の様子とかも良くわかるんです。アパートなどで近所密集している

ところで、徘徊とか、出方も違うのか、どうやって調査項目に取り入れるのかわか

らないですが、できれば本人を、希望でだめならばしょうがないんですが、原則で

本人に会いたいと思います。 
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（助川会長） 
ヒアリングの原則というところを確認していただいたのですが、本人及び家族が

いらっしゃる時に、次の原則が居宅訪問を行うということ，時間は２時間程度にし

ていただいて。 
特殊例は配慮して、原則はこれで決めていくということでよろしいでしょうか。 
次に項目ですが、今ご意見をお伺いしましたら、あまり項目に特定してしまうと、

本人や家族からの、赤裸々な気持ちがなかなか聞けないのかもしれないというのが

ありますから、あまり質問形式にしないで家族本人の気持ちをしっかり出していた

だくという形にしていくというのでよろしいでしょうか。 
ただ、どうしても確認していきたい項目とかデーターがありますから、どのくら

い進行が早かったのかとか、つまり進行の速さというのは混乱するという可能性を

示唆しているわけですから、そういうときに進行の早さがありますと、家族はどう

なったかとか、介護はどうだったかとか、聴き取っていただきたい基本的な項目を

きめていただきたい。ということでよろしいでしょうか。 
項目の選定に当たって、今日はたたき台が全然ございません。家族の会でありま

すか。 
 
（永島委員） 

基本的に家族の会なのですが、さっきチラッと読んだ中でも、介護者と本人の関

係以外に、息子が非常に支えてくれたことがありまして、逆に家族の会の経験です

と、介護者が１人で混乱していて、周りの家族親戚に理解が無いとか、そういうと

ころまでこういう調査が踏み込むのかどうか、どういう調査をしたいのか。 
ここに基本的なデーターはあるんですよね。それ以外にどういう調査をしたいの

か、聴き取り調査をする目的は何なのかと確認していかないと、項目は出ないんじ

ゃないかという気はします。 
介護の困難さとか、制度の整備とか、家族支援だって制度の支援になっていくと

思うんです、どういうところが家族支援なのかというところぐらいまでを想像して

おかないといけないんじゃないかと思うんです。 
 
（助川会長） 

調査の落としどころですね。どういう報告書になるんだというところを明確にし

なければいけないというご意見があったわけです 
今、家族支援という言葉がありましたけれども、第一義的には本人支援、当事者

の気持ちが今、どんどん出てきていますから、当事者の生活が今どんなになってい

るかという、なかなかそこはまだ出てきていないという部分になりますから、実態

調査ができるということに関しては、本人の生活上の変化と、どうなっているのか

ということ、それを支える介護者の部分と、介護者と家族が一枚板ではないという

ことをおっしゃったわけですね。 
人間関係がよければ、非常に介護者は楽になりますでしょうし、周りの人間関係

が理解が無い場合には、非常に介護が孤立したり、そういうことがどこかに書いて

ありましたけれど、大変になるわけで、まず、本人中心の部分と介護者家族の部分

という二つの柱、大きな部分を作りまして、それに対してこの調査は実際的に何を

やっていくかという部分について、若年性の部分を明確にすることと、できれば来

年の施策提言に対して持っていく方向性について、この調査の中から出したいわけ

です。 
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施策提言に関して財源的な提言はまず無理だと思います。今ある中で私たちが工

夫してできることがもっとないか、又はモデル的事業でやってみることが新しいサ

ービスのクリエーティブな何だかの構築になるんじゃないか、とうようなことを設

定しながら、項目の設定を考えていきたいと思います。 
この研究会はご本人は入っていないんですけれど、当事者が関係者から施策に提

言していくという研究会ですから、そういうところを頭に入れていただいて項目設

定をおねがいいたします。 
  大体ここの項目を読んでいるだけで、若年のサービスに問題がある、年齢的に合

わないんじゃないかというのは読めているわけですから、そこをもっときちっとさ

せていくようなヒアリング出てくるとありがたいと思うんです。 
 
（永島委員） 

政策的に地域というのをキーワードに出して入れるのかどうか 
 
（助川会長） 

今、地域無し、というのはありえないと思うんです。地域が何で必要なのかとい

うのはどなたかの文章に書いてありましたね。周りの人の支えが非常にありがたい

と。ヒアリングの中にも出てくるとありがたいですね。地域も大事なキーワードで

すね。 
 今日皆さんに投げかけているわけで、今日決定は無理ですよね。 
一番最初の研究会でスタートしたようにいろんなご意見があるわけでしょうか

ら、県の方にみんなでメールで投げかけていただくということで。 
 
（永島委員） 

キーワードぐらいは。 
 
（助川会長） 

キーワードぐらいは。という副会長のご意見でみんなで回して話していただけま

すか。 
 
（各委員） 

地域と家族。仕事。家族支援。家族ですからもろもろの助成・補助の制度。今ま

で調整した中で高齢者に使えて若年性認知症に使えないことがあったので、行政へ

の働きかかけ。一番してほしいこと。これが一番という事を出してもらうこれが要

望でしょうから、一番周りからしてほしいことを出してもらう。本人及び家族のメ

ンタルな部分で何か、家族の会に出て助かったとか、何かをどこかで聞いたのか、

そういう機会があったのかどうか。本人介護者とかに関わる現在の生活状況。制度

に対しての要望、制度改革に繋がるもの。全部読むと書いてありますが、行政の援

助。どんな機械、支援機器・支援手段。高齢者だったら別ですけど若年は難しい、

地域家族、その仕組みを行政が支える支点。一番しんどかったものは何で、何があ

れば乗り越えやすかったでしょうかという部分、何々であったら何々であった、窓

口の対応がもうちょっと親切であったら、もうちょっと助かった、ちょっと掘り下

げて聴く。ケアマネージャーとしてネガティブな部分しかとらえなかったが、笑顔

があってうれしかったなどありましたが、ポジティブな部分で、家族もそれが介護

していてもうれしいところだと思いますから、ポジティブなところで、本人はこう
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いうところが、まだできる能力、楽しさがあるよというところが、どのくらいまだ

持っていらっしゃるのか、家族がどのくらい支えていらっしゃるのか、プラスの面

で聴いてみたい。ケアマネージャーはすごく反省をしておりまして、ネガティブな

ところばっかりを聴いておりましたので、本人の残っている能力ポジティブな部分

に注目しましょうと変わっております。このときに何が大変だったのかという時期

が必ずある、３年目の時、１年目の時、その時の介護で対応するのに何が大変だっ

たのか、家族でしか分からない事実を掘り下げてきければ。排泄がだめだったら、

施設を考える最初の時期だったと聴きますけれど、家族々によって違うのでそのあ

たり。 
 
（助川会長） 

はいありがとうございました。一周するだけでキーワードも出てきまして方向性

も出てきました。 
今上がってきたようなことで、私たちが書きたい報告書の方向性も見えてきまし

たが、一つ付け加えさせていただきますが、今、ぱっと見ましたところ施設の職員

のレベル、まだ認知症ケアのレベルが標準的ケアのレベルになっていないというと

ころがあって、それで介護の拒否とかが起こっているというのがありまして、この

報告書のなかでもうひとつ取り上げたいのが、人材育成の必要性です。施設の職員、

介護の職員にこういうところを望むというところが出てくると思いますので、あの

ときに、こうしてくれたら良かったという時は介護サービスの職員の方ですから、

職員の質の向上的なものというところも出していただければ、新しい研修体系にも

繋がってくる提言もできるのかと思います。 
まだまだここ１週間ぐらいの間に思い出すこと気が付かれることがありました

ら、今週中の締め切りで、お願いします。 
 
（安田委員） 

車の運転をどうするのか 
 
（助川会長） 

そうですね。（その他同感の声多数）田舎は車が足ですから。 
  事務局で項目と地域性を。発信はどのくらいですか。 
  基本的な部分はここに入っているので、行くときには読み込んでいかないと、同

じことを聴くのは失礼ですから、まず地域分布をお伝えください。 
 
（滑川委員） 

行くときに身分証明書は。 
 
（助川会長） 

おっしゃるとおりですね。 すごく必要です。県の方からのヒアリングは本人同

意はしているわけですから、調査日時を決めていくときのバックアップの姿勢を取

っていただけなければ、私たちが勝手にアポイントをとっていくわけには行かない

んで。 
 
（宮地委員） 

県の方で何月何日に、だれだれが行きますよと言っていただいて。 
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（助川会長） 

身分証明書というよりは一枚の書類を作っていただいたほうがいいですよね。 
  私たちが行くのは、きちんとした公式な立場で行くんですよ。ということを明確

にしてもらって、連絡は県のほうからきちんと取っていただくということでよろし

いでしょうか。 
 
（滑川委員） 

これこれ、こういうものが調査に行きますからと、当事者に個別に文書を出して

いただいて、担当の者が、県から文書が行ってると思うんですが、ご都合はいかが

ですかと調整できると思います。 
 
（助川会長） 

分かりました。私たちがきちんと県のほうからの調査員だよということを明確に

するために、県の方から文書を出していただくということ、誰が担当になるという

ことも県の方で明確にしておいていただいて、担当者が家族と連絡を取って日程調

整をして伺うことでよろしいですね。 
  個別の証明は使うかどうか。 
 
（鈴木委員） 

身分確認ということで免許書とか銀行とか公的なところで出したりする、それで

いいのではないでしょうか。 
 
（助川会長） 

要するに県のほうから名前が行っているので、確かにその者でありますというこ

とを証明すればよろしいんですね。 
  私たちが偽者じゃないということを証明することと、家族の側から見ればほんと

に県から言われた人が来たんだなということが確認できる。これはこの前自分の方

で受けるといったヒアリングであることが確認できればいいんですよね。 
  事務局で段取りのところを整理して、皆さんのところに投げかけていただいて、

フローチャートを作っていただく。 
 
（今川委員） 

宿題は質問文にして送った方がいいですか？ 
 
（助川会長） 

質問文章にして持ってく形にするのか。 
 
（宮地委員） 

聞くことは全部違うとまずいから、アンチョコを持って同じ質問をしないとまず

いと思う。箇条書きに書いてないと困るのでは。 
 
（助川会長） 

サンプルを、ですね。家族支援といってもこっち側の家族支援とそっち側の家族

支援は違いますからね。 
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（黒田委員） 

今、質問事項を中心に話し合われていたんですが、最初のときの目的が宙に浮い

ている感じで、目的無で質問項目が進んでいくのも危険と思います。 
目的は行政で決めていただく、目的が決まれば、そこからどのような聞き取りの

するのかを、私たちの案を出して具体的にしていく、といったほうがいいと思いま

す。 
 
（鈴木委員） 

進め方としてどういう段取りでやるのか、調査開始に当たって、もう一度集まっ

て出陣式ではないけれど、質問の趣旨はこうで、質問項目はこうでと皆さんで確認

していきましょうとするのか、五月雨識に情報が入ってきて、あなたとペアで行き

ましょうとなるのか、私は前者で出陣式ではないけれども確認して、全員出られる

か分かりませんが、そういう確認の場があって、それからそれぞれの担当に出て行

ったほうがしっかりすると思います。 
 
（助川会長） 

おっしゃるとおり大事なんですが、いつごろ皆さん集まれるのでしょうか。 
  目的は認知症研究会で、若年性認知症研究をやるということになったと書かれて

いる文章を、持ってくればいいんだと思うんです。中間報告書のまとめのところを

お読みいただければと思います。 
  鈴木委員の言われた調査に行く前に、作った物の認識をしてから行かれたほうが

いいのではないかということで、事務局のほうでいかがでしょうか。 
 
（事務局） 

今まであがった項目は、２次調査項目と同じ項目が多いのですが。 
 
（高井委員） 

行く人たちがアンケートの内容から質問すればいいのではないでしょうか。 
 
（助川会長） 

それはリスクがあるということと、家族は言いたいことをお持ちだと思います。

来てくださいということなのですから、ただ表層に出ている意識ではあるんですが、

潜在的に隠れているものを、私たちが聴き取ることによって出てくるものがあるの

で、あまりに最初から傾向を決めてしまうことのリスクは、ヒアリングで避けなけ

ればいけないことじゃないかと思います。 
  ただ今、出てきた項目では多すぎます。精査して５つぐらいの大きな柱とかしな

いと、１５項目ぐらいは多いと思います。文章にすると必要なところが出てくる。

全部を聴かなくてもいいと思いますが、最初から傾向を決めるのは避けなければと

思います。 
・ヒアリングのやり方・段取りの部分・項目の整理 ・キーワードから、みんなが

同じように聞ける質問文を作り、県に届ける。 
・ヒアリングの目的、頭文の作成 
以上で９月の末ぐらいに皆さん集まるのはいかがでしょうか。 

 次回の日程は後日連絡ということで閉会。 


