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第２回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年８月９日（水）午後６時３０分から８時４０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、田邉委員、石井委員、石元委員、今川委員、 

小林委員、酒井委員、高井委員、土屋委員、仲野委員、滑川委員、 

浜詰委員、安田委員、山口委員  （以上１５名） 

      （欠席：黒田委員、鈴木委員、出口委員、平野委員、宮地委員、山尾委員） 

４ 内容 

（事務局） 

 本日の配付資料の確認をお願いします。 

１ 認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの検討事項【資料１】 

２ 千葉県の認知症に対する取組【資料２】 

３ 認知症に対する地域の取組～委員からの情報提供【資料３】 

以上です。 

本日は２回目ですが、今回から実質的な討議に入るわけですが、この研究会の位置付

けについて、再確認をお願いします。高齢者保健福祉計画を官民協働で実行する仕組み

のひとつとして、計画推進作業部会の下に設置されたもので、県の施策について提案を

いただき、その具体化について検討していただく場となります。 

 

（助川会長） 

皆様こんばんは。第２回認知症対策研究会を開催します。 

議題に入る前に、前回ご出席できなかった委員の方から、一言自己紹介をお願いしま

す。小林委員お願いします。 

 

（小林委員） 

前回の議事録を読ませていただきました。ありがとうございます。私は、（社）長寿

社会文化協会の所属ですが、現在は、我孫子市に千葉県が建てましたけやきプラザの中

にあります福祉ふれあいプラザの総括をしております。 

 

（助川会長） 

 安田委員お願いします。 

 

（安田委員） 

 千葉労災病院のリハビリ科の安田です。仕事は、言語聴覚士で、いわゆる言語療法士

です。労災病院には、前から労災患者さんで記憶の悪い方が結構おられたので、長い間

記憶障害の方を診てきました。診てきただけでなく、記憶の支援機等も作ってきました。



 - 2 -

何年か前から認知症の方が増えてきてそういう方にも応用しています。月に１回認知症

の介護者の会を開いています。それから物忘れ外来を開いています。おととしから、京

都の人工治療を研究する所で、総務省から補助金をいただいて、認知症の方をテレビ電

話で支援する研究を進めており、月に 1回くらいそこに行っています。 

 

（助川会長） 

それでは、本日の議題に入ります。 

事務局から、「認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの検討事項」について、

説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料１をご覧ください。 

研究会の位置付けから、検討事項は、計画の中にあります「認知症高齢支援施策の充

実」について、大きく２つのテーマについて、ご意見、ご提案をいただきたいと思いま

す。 

１つ目は、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりです。これをメインテーマ

として、８月から１０月まで検討をお願いします。今日は、まず、取り組むべき課題は

何か、キーワードを決めていただきたいと思います。そして、次回以降に、そのキーワ

ードごとに、何が必要か、意見交換、そして、１１月に、この研究会での議論を踏まえ

まして、地域で考えてもらうために、タウンミーティングを開催し、地域の方々から意

見をいただきたいと思います。事務局として、今日、とりあえずのたたき台を示してみ

ますが、委員の皆様のご意見、ご提案により、決めていただきたいと思います。 

２つ目の、若年性認知症の調査研究については、事務局として、国の動向等もう少し

情報収集してから、検討事項のたたき台をお示したいと考えていますが、概ね、１１月

から、実態調査、必要な支援等について、ご検討をお願いしたいと考えています。 

では、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの検討事項について、事務局の

とりあえずのたたき台は、１点目として、認知症に関する正しい知識の普及の展開方法

ということで、現在想定していますのは、認知症サポーター養成、リーフレットの作成

配布、講座の開催等、効果的に知識の普及を行うための方法についてです。２点目とし

ては、認知症ケアにかかわる人がそれぞれの役割を果たすためにどんなことをするべき

か、医療の分野、介護の分野、家族、あるいは住民がどんなことができるか等です。３

点目としては、認知症ケアにかかわる人の連携です。必要なときに最良の医療・ケア・

支援が受けられるためのネットワークづくりということを考えています。１１月には、

タウンミーティングの開催で、広域的なものを１回、さらには、地域でミニタウンミー

テイングができればと思います。テーマとしては、「認知症になっても安心して暮らせ

る地域をどのように作っていくべきか」で開催し、より多くの意見を反映させたいと考

えています。 
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（助川会長） 

 ありがとうございました。今日は、キーワードをどんどん出していくためのたたき台

を説明いただきましたが、現状認識をしていく必要がありますので、続きまして、千葉

県が認知症に対してどのような取組をしているかご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 資料２をご覧ください。１枚目は、現在実施している事業を系統立てて記述したもの

です。これを実施いている担当課は複数あります。それぞれの事業の内容は、後ろに課

ごとに説明資料をつけてあります。 

 まず、早期診断・早期対応のための医療体制の充実についてですが、１ページの認知

症サポート医の養成とかかりつけ医に認知症の対応力向上を目的として行う研修です。 

サポート医というのは、かかりつけ医への助言や支援を行い、専門医療機関や地域包括

支援センター等との連携の推進役になることを目指しています。かかりつけ医を中心と

した早期対応システムのイメージは、３ページです。サポート医は、現在８名で、今年

度中に、かかりつけ医に対する研修を実施していきます。 

次に、老人性認知症センターの設置についてですが、９ページの２です。現在７か所

設置され、医療相談、診断・治療と対応方針の相談、保健医療・福祉関係者への技術援

助を行っています。 

 次に、認知症介護従事者の質の向上についてですが、１３ページをご覧ください。身

体拘束廃止推進事業では、介護職・看護職に対する研修と、相談事業を実施しています。

その他は１２ページ、認知症介護実践研修は４回、認知症介護サービス事業開設者研修

は１０月以降に３回、認知症対応型サービス事業管理者研修は４回、小規模多機能型サ

ービス等計画作成担当者研修は１２月以降２回、認知症介護指導者養成研修は、国の研

修を受講するものですが、３人、介護老人保健施設職員研修は５回、合計５３０名対象

実施していきます。それぞれの研修のカリキュラムは、１４ページから２５ページにあ

りますので、後ほどご覧ください。 

 次の柱の介護家族に対する支援についてです。相談業務として、保健所、精神保健福

祉センター、今月 1日に我孫子にオープンしました福祉ふれあいプラザのこころの相談

があります。また、今年から家族の会にお願いした交流集会が、これから各地で開催さ

れます。徘徊ＳＯＳネットワークは、未設置市町村への働きかけと広域化について検討

を進めていきます。 

権利擁護についてで、高齢者虐待防止対策ですが、６ページにあるように、県の調査

で虐待受けている高齢者の７３％が認知症という結果が出ています。現在、対応マニュ

アルの作成を進めており、今後、リーフレット等を作成して、啓発に努めていきます。

地域福祉権利擁護事業は１０、１１ページ。県社協に、千葉県後見支援センターを設置

し、６か所の市社協に地域の窓口となる後見支援センターが設置され、相談業務や金銭

管理サービス、財産保全サービスを実施しています。 

次の柱の認知症に対する正しい知識の普及や理解の促進についてです。認知症サポー
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ターの養成は、事前に配布したテキストのとおりで、サポーターは、認知症について学

び、地域で暮らす認知症の人や家族の生活を自分なりに支援する人のことで、厚生労働

省が提唱する「認知症を知り地域をつくる１０カ年」キャンペーンの一環で展開されて

いる「認知症サポーター１００万人キャラバン」事業です。県でもサポーターを養成し

ていくために、サポーター養成の講師役となる「キャラバン・メイト」養成研修を実施

し、１５３名のメイトが誕生しました。今後、市町村が中心となったサポーター養成が

展開されるよう進めていきます。また、福祉教育推進校が６０校あり、児童生徒を対象

にしたサポーター養成を展開していく予定です。オープンした福祉ふれあいプラザでも、

４ページのように、認知症疑似体験コーナーの常設や、一般県民や専門職を対象にした

講座を多く開催します。そのほか、リーフレットの作成・配布や認知症知識普及講座を

行っていきます。 

 最後に、地域資源の有機的な連携ネットワークの構築についてですが、認知症早期サ

ービス推進事業があります。１ページの認知症支援事業③ですが、認知症の予防や地域

における見守り等先駆的事例を収集し、市町村に紹介することで、地域の実情に応じた

支援体制の構築を推進するものです。 

 そして、地域包括支援センターへの支援は、７、８ページの資料により、保険指導課

から説明します。 

当課からは、介護保険の面から県で行っている説明をします。まず、介護予防の件か

らお話します。 

介護予防事業は、市町村事業のため、県が直接予防事業を行いません。ですから、市

町村が介護予防として認知症を含めた事業を行うことに対して、県が支援していくとい

う間接的な事業の形になります。今回の制度改正によりまして、介護予防が重視され、

柱として導入され、介護予防の中の一つとして認知症予防が取り入れられてきました。

市町村では、一般の方に対して一般高齢者施策や要支援や要介護になる可能性の高い人

について特定高齢者施策として、介護予防を進めていきます。その中で、どういう形で

進めていくか等の内容については、国でマニュアルを作っていますが、市町村では始ま

ったばかりでいろいろ苦労しているところだと思います。そんなわけで、県としては支

援を行っていきます。 

資料８ページをご覧ください。介護予防事業は、地域支援事業の一つで、通所型や訪

問型という形態で、要介護や要支援になる危険性の高い方へは、特定高齢者施策という

形で行われています。たとえば、資料の通所型欄のエの「閉」というところに、閉じこ

もり予防等の数字が出ていますが、認知症は、訪問型を中心に行われますので、オの「認

知」というところにあります。このように、認知症については、２８市町村で特定高齢

者施策として行うこととして計画されています。 

それから、介護予防につきましては、一般高齢者施策として、市町村ではパンフレッ

トの配布や講演会の開催やイベントの開催など、行うこととしています。 

県では、これら事業を支えるため、介護予防市町村支援委員会を立ちあげ、市町村の

事業を支援していこうとしています。 
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７ページをご覧ください。千葉県介護予防市町村支援委員会の中に専門部会を４部会

設置します。その一つとして「認知症・うつ・閉じこもり」部会を設置し、市町村の事

業について情報収集し、それに対しての専門家等からの意見をいただき、最終的に評価

や先進的な事業を市町村にバックして、市町村の介護予防が円滑に進められるように、

県は支援していきたいと考えています。この委員会は８月設置を予定して進めています。 

これが介護予防としての支援の一つですが、併せて、資料２の一番下にあるように地

域包括支援センターへの支援という形があります。地域包括支援センターは、包括的支

援を行うセンターです。包括的支援事業の中に、権利擁護や総合相談があり、認知症の

方を含めた相談を受ける施設になっており、認知症の事業の一つの要になりますので、

その事業が円滑にいくよう、県は市町村に対する支援として、運営に関する照会等に対

する回答や研修ということで、携わる職員に対する研修等を行い円滑に進むよう図って

います。 

なお、地域包括支援センターは、現在、５６市町村のうち３２市町村、６４か所設置

されております。センターの設置率は低いわけですが、包括的支援事業の相談事業や権

利擁護事業については、センターのありなしに関わらず、今年から行っていますので、

市から県に照会があれば、回答することで支援を行っております。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。中身が濃い資料ですので、今ご説明いただいて、私たちこ

れを消化するだけでも大変なことと感じているところです。これをひとつずつ検討して

いくことはとても大変なことですが、これだけの現状でこれだけの施策、取組をしてい

るということから、ご理解していただきたいと思います。 

 次に、委員の皆様から、各地域における取組について、資料を提供していただいたも

のついて、ご説明いただきたいと思います。ただ限られた時間ですので、内容的なもの

というよりも、どういう形で行われているものかを中心に、１人３分から５分でご説明

願います。では、資料３で、順に石井委員からお願いします。 

 

（石井委員） 

 これは、地域というよりも家族から地域へ協力を発信して行われた事例と、私の実家

のある宮城県石巻市で行っている地域の「遊びリテーション」という事例です。後半の

方でも問題点としてあげているところですが、県をまたいでしまうとなかなか見つかる

までに時間がかかってしまったりということで、その前にどうくい止めるかを家族と地

域の中で支援している方々へ相談をして対策をとったというものです。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。やはり徘徊のあるというところで、生命の安全性にリスクの

高いケースをどのように考えていくのかという事例、それから、宮城県の例ですが先進

的に取り組んでいるところですね。 
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 次に今川委員お願いします。 

 

(今川委員) 

市川市の地域福祉支援課と市川市社会福祉協議会にお話を聞きました。今日の資料２

の８ページにもありましたが、地域支援事業の実情は、市川市の欄をみてもほんとうに

ないんですね。認知症対策として、市川市独自のものはないようですが、市川市は、住

民の力、ご近所さんの底力をあげることによって、認知症の早期発見や、困ったときに

行政や援助機関につながっていくのではないかということで、地域ケアシステムに特に

力を入れています。内容の詳細は、資料のとおりですが、私がお話を聞きながら、どう

いうシステムなのか、担い手はどうなのか、地域の住民はどういうことをやっているの

か、社会福祉協議会はどういうことをやっているのか、そういったことをレポート的に

まとめてみました。例えば地域の各拠点の中でいろいろな話し合いがされて市内全域に

広がった活動が「あんしん支え合いネット」で、８ページに具体的な製品がありますが、

地域の連携、連絡先などのマグネットボードを作って冷蔵庫などに貼り、何かあったと

きは連絡が行くような形のものを作ったということでした。 

それと、もしものとき自分の思いを伝える「心の遺言ノート」がありまして、市川市

社会福祉協議会が、今月、販売開始したばかりのものです。これは認知症だけの問題と

してやっているわけではありませんが、生活暦やその人がどういう思いを持っているか

ということが、とてもケアの上で大切ですから、これを地域の中で普及させながら、自

分自身を見つめたりしながらということでした。これは、認知症のケアにおいては、そ

の人を理解しながらケアをしていくことになって、とてもアレンジをするときにいいツ

ールになるのかなと思いましたので、持ってきました。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。地域ケアシステムとしては、市川はとても進んでいるとい

うところとして、私も伺っています。その中でも、認知症の人の取組が、マグネットボ

ードとか緊急時の対応というのは、認知症の人のみならず、独居老人やいろいろな方々

に、必要なわけですが、一歩進んでいるシステムをご紹介いただきました。 

次に高井委員からお願いします。 

 

（高井委員） 

 我孫子市の取組はどうなのか、介護支援課にお聞きしました。まず、認知症の人の家

族のつどいは、１９９８年から隔月第４木曜日に市の保健センターでやっておりまして、

今６０回位になっています。家族のつどいは、当時は、千葉市か船橋市あたりでしかな

く、東葛地域では行われておらず、ぜひ、こちらでもということで、当初、永島さんに

も来てもらったりして、市の保健師さんと世話人、私も最初から関わっていますが、さ

さやかにずっと行われてきています。市の広報でお知らせしているので、毎回、新しい

方も見えたりして、１０人くらいの人数ですが、それなりの役割を果たしていると思い
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ます。 

それから、認知症の人の医療相談ということで、認知症センターである慈恵医大柏病

院の笠原先生にお願いして毎月１回２時間、予約制で行われています。病院だとなかな

かゆっくり先生とお話ができないということで、予約制の相談をやっています。具体的

に診療が必要なら慈恵医大にかかるという橋渡しが行われていると思います。 

それから、キャラバン・メイトの養成を１２月に行う予定ということでした。以上３

点が我孫子市の状況です。 

  次に、今、私が勤務している宅老所虹の家の取組を少しご紹介します。我孫子の中で

は高齢化率も２５％くらいの地域で、老夫婦、片方が亡くなれば独居という形で高齢者

の方が大変多く、３年前に宅老所を開きました。介護保険のデイサービスと自主事業の

お泊りをやっていますが、そのほかに地域のたまり場ということで、元気な人たちが集

まれる場所をということから、ボランティアで虹の家サロンを３年前から、年１０回く

らいのわりで、お昼をはさんで１０時くらいから１４時くらいまでやっています。目的

はいつまでも元気でいることで、そのためには、運動したり、おしゃべりしたり、食事

をしたりして、みんなとコミュニケーションがとりたいということです。遠くまで行け

ないけど歩いて１０分くらいのところなら行けるならというところでやっています。こ

この中では、デイサービス虹の家の利用者との交流もあって、認知症の方とのふれあい

を通じて、認知症の理解とか、もし、自分が認知症になってもこんなふうに介護が受け

られるんだと間近にそういうことを見ることによってとても安心できるというサロン

の参加者の声も紹介しました。 

 それから、月間介護保険の中に、藤女子大の橋本先生がお書きになっている文の中に、

認知症の相談体制のことがありました。ちょっと読みます。「認知症高齢者対策の難し

さは、本人が症状を訴えたり、自覚して周囲に援助を求めることが少ない点にある。ス

ウェーデンでは、アルツハイマー病の早期診断を重視し、本人が病気を理解して受け入

れ、生活計画を準備することへの支援を指向しているといわれるが、わが国では今のと

ころこうした方針は受け入れにくいようである。認知症の本人からの相談や訴えが少な

いとすると、家族や周囲による認知症の理解の度合いや、あるいはどのように向き合っ

たり、関わろうとする意識を持っているかが対策の鍵になる。認知症に気づいてから専

門医に受診するまでの年月がかなりかかっているということで、その年月をいかに極力

短くして早期から容易に相談できる支援体制を整備することと、身近なところをどう支

援していくのかが鍵ではないか。」そういうことでは、地域の相談ネットワークの必要

性を強調されていて、私も同感でしたので、紹介してみました。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。実践している中で、参加者の声、こういう当事者の声を拾

っていただけるのは、非常にありがたいですね。 

 次に、滑川委員からお願いします。 
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(滑川委員) 

私は、銚子市の地域包括支援センターで社会福祉士をしています。市の取組と合わせ

て説明いたします。 

平成１８年度、６月には認知症啓発講演会を市内のＮＰＯ団体が中心になって行いま

した。金子満雄先生の「ボケてたまるか！ボケは防げる治せる」というお話に対して約

２５０名の参加者がいらっしゃいました。市民の中にボケに対する不安や関心が高いと

いうことを認識させられました。 

また、銚子市には寿バンドという高齢者の音楽バンドがいきいきと活動されています。

そういう方々をお手本にして、特別養護老人ホームやデイケアセンターで、音楽療法を

認知症の方々のケアのひとつとして取組をしています。市では６月に音楽療法とはどん

なものかという教室を開催して約６０名が研修に参加しました。 

同じく市では、認知症高齢者を介護する家族のつどいを毎奇数月の第３金曜日に行っ

ています。第１回目は７月に行い、交流とおしゃべりの場で終わりました。 

それから、介護予防事業として、１０月から認知症介護教室を開催する予定です。４

回のコースを計画しており、内容を検討中です。予定では、第１回目は「認知症につい

て」専門医の精神科の先生にお話をいただきます。第２回目は、地域の中で認知症をサ

ポートする意味で、認知症サポーターの養成研修を行いたいと思っています。第３回目

に、認知症ケアのポイントをグループホームの職員の方々に実情をお話いただきながら

学べたらと思っています。第４回目については、今日の会議などを聞いて、必要なこと

を市民の皆様にお伝えして一緒に考えていく場にしたいと思っています。 

あわせて、認知症サポーター養成研修をいろいろな団体に呼びかけて、実施して行こ

うと思っています。 

それから、ケアマネジャーを対象に「認知症ケアマネジメント研修」を行いセンター

方式を学ぶということを今年度事業として予定をしています。私も昨年度までグループ

ホームでケアマネジメントをしていました。実践研修で助川先生から教わったセンター

方式を自分自身でやってみて、「絵を描くこと」によって職員一人ひとりがその人に持

つその人らしさに気づくことが出来ました。センター方式の良さが自分自身にとっても

よかったので、これを広めていきたいと思っています。 

また、地域包括支援センターの事業の一環として、成年後見制度の申し立てに取り組

んでいます。実際、審判済が２件、検討中が３件です。審判が下りた事例の１名は弁護

士に第三者後見、もう１名は社会福祉士に第三者後見をお願いしました。昨年度から私

自身も社会福祉士として、アルツハイマーの方の第三者後見人をやっています。これま

で私が銚子市で後見人を担う立場でしたが、現在は、地域包括支援センターで後見の申

立を支援する立場になったために担えなくなってしまいました。 

 現在は、東葛地区の方が成年後見人になるというように、地域で担い手が不足してい

ます。制度があっても、使えないわけで制度が使える様な取組が必要と感じています。 

 さらに、成年後見制度は、認知症の人は使えるが、銚子市では独居老人が増えており、

独居老人の方々にとって、その方の最期、たとえば、がんの終末期に、その方を誰が支



 - 9 -

援するのかが課題となっています。 

 今後の課題として、介護認定調査で認知症であることが見抜けないために調査票に反

映されない、だから、その人にとって必要なサービスを受けることができないという問

題点があります。また、介護認定調査だけではなくて、主治医の意見書に関しましても、

「認知症があるから変更申請です。」というにもかかわらず、認知症を見ていないため、

認知症のところに全然チェックが入らず、認知症対応のサービスが使えないということ

もあります。 

また、高齢者虐待も地域包括支援センターの業務です。虐待を受けている認知症の人

の割合は、調査結果では７割ということですが、実情はもっともっと多いと感じます。

ご家族に、「この方には認知症がある」と言っても、家族自身が、認知症を自分の家族

に認めたくないものだったり、いろいろな問題があるので、認知症についての理解を深

める対応をしていかなければならないと現場にいて感じています。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。先程の保険指導課の説明に出ました地域包括支援センター

がすでに稼動しているところで、実際どのような問題点があるのかというところをお話

いただきました。非常にいろいろな活動をして、銚子市は昔から進んでいるところです

が、実際の現場の具体的な課題が出ていたと思います。 

 次に、仲野委員からお願いします。 

 

（仲野委員）   

旭市の高齢者福祉課でお話を聞いてきました。現状のほうを見てください。認知症の

方が地域で暮らすというのを考えると、最初に、グループホームが浮かんできましたの

で、グループホームの整備状況を聞いてみました。現在３か所、今後も１か所しか増え

ないということです。 

認知症の相談窓口は、高齢者福祉課と老人性認知症センターの旭中央病院で、相談件

数は、今年度２件しかないということで、相談内容をお聞きしたら、徘徊とのことでし

た。どんな対応されたのかお聞きしたら、保健師と民生委員、市の担当が状況を確認し

て、サービス提供を受けられるように対応したとのことでした。旭市は、来年度から地

域包括支援センターができるということで、相談窓口はそちらになるということでした。 

現在の市の取組としては、認知症に的を絞った対策はしていないが、それ以外のサー

ビスはよくなされていて、配食サービス、外出サービス、オムツ支給サービス、白内障

手術を受けた方へのサービス、介護保険以外のショートサービスなどが市民の方へ提供

されています。 

地域包括支援センターができたら、その中で地域密着型とかもありますので、こうい

うことをやってみたいといくことを今後のところに書かせていただきました。 

実際、相談件数も２件しかなく、認知症で困っているとは思っていないという、ため

息の出るようなお返事でした。実際私が特別養護老人ホームで働いていて、デイサービ
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スの相談を兼務していますが、今、新規のデイの利用者のほとんどが認知症の方です。

認知症のグループホーム以外の施設はありませんかと尋ねたところ、老人保健施設と特

別養護老人ホームで１か所ずつ、デイサービスでは、認知症対応型は１か所しかないと

いうことで、今、本当に困っているのは、事業者が増えるのはありがたいことですが、

認知症のある方とない方とのバランスがだんだん取れなくなってきていることで、本当

は、認知症の方を穏やかにゆったり自分のペースに合わせていけるのが理想なんでしょ

うが、認知症のある方とない方をいっしょに見ているデイでは、ばたばたな状況です。 

そういうところを、もう少し市のほうでも考えてもらえないかと思いました。今後は、

市は、予防に力を入れていきたいとのこと、また、老人会などの集まりがあったときに

認知症の話をしますが、認知症という言葉を使うとあまり人が集まらないので、今後は

「物忘れ予防」といった言葉を使っていきたいとお話をしていました。認知症の方はご

自分が認知症であるという認識がないので、そういった方の発見をすることやサポート

していくのが難しいというお話しでした。  

 

(助川会長) 

ありがとうございました。実際、デイサービスに認知症の新規利用者が増えているの

に、相談件数としてはあがらないということは、サービスがうまくいっていて、実態と

しては、在宅が落ち着いているという認識をもっていいのか、それともなかなか浮き彫

りになっていない、氷山の下の部分が隠れているのか、そこはまだわからないところで

す。データからいくと必要ないという不思議な結果でした。 

地域包括支援センターが動き出してない地域は、どこが中心になって取り組むのか、

まだまだわからない市町村もあると理解してよろしいでしょうかね。 

次に、山尾委員から、地域で活動なさっているところで、認知症になる前にデータを

取り始めて、どのように変わっていくのかというところの資料が提供されています。本

日ご欠席のようです。資料から見させていただくと、まず、みんなで共通理解するため

に、認知症の講演をどなたかお医者様にお願いし、ご自分でチェックリストを行ってい

くというお話かと思います。間違っていたら、次回、山尾委員からご説明いただきたい

と思います。このように、地域の中で、もう実際、自分たちで認知症予防の取組をなさ

っているという資料が提供されています。 

以上です。ここで、休憩を入れさせていただき、頭を整理してから、後半の討論に入

っていきたいと思います。では、１０分間の休憩で、再会は４５分からといたします。 

 

 

 

（助川会長） 

それでは後半の部に入っていきます。 

これまでの中で、専門用語がかなり出てきたと思います。「特定高齢者」とかその分

野の方はわかるかと思いますが、わかりにくい言葉がたくさん出てきましたので、みん
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なで共有していかないといけないと思います。最後に事務局から、メーリングリストの

説明があると思いますが、その中で、用語の解説集を入れていただきたいと要望します。

この会で、その説明に時間を割くことはできませんので、そうさせていただきます。 

それでは、今日の検討課題は、私たちが取り組むべき課題として考えていく中で、で

きるだけキーワードを出していただき、それをある程度選択し、課題を明確にしていく

ことになります。 

認知症に関わる人の課題は多いですから、キーワードもたくさんあると思いますが、

皆さんから御意見をいただきたいと思います。どなたでもかまいません、御感想からで

もかまいませんので、よろしくお願いします。 

安田委員に願いします。 

 

（安田委員） 

３年位前から物忘れ外来をやっていて、「なぜもっと早くから連れてきてくれなかっ

たかな」という方と同時に、最近は、「どうもおかしい」と自分で来る方も多いんです。

医者にいってもなんでもない、先程なかなか自分では気づかないというお話がされてい

ますが、結構最初は気づいているのではないかと思います。それを他の人に言えず、そ

ういう人に限って結構一人で来る、女の方が多い、男の人は臆病なんですかね。何が一

番問題かというと、私は、検診制度がないことだと思います。検診制度は、６５歳以上

のがん検診や健康診断がありますよね。そういう一斉にやる検診、そういう時に、認知

症の初期の検査をして、その後で、可能性がある場合に、「どこそこへ行きなさい」と

つながると思います。あるいは「サポーターとうまくやりなさい。」とか、「地域包括支

援センターへ相談しなさい。」とか。家族でも認知症かどうかわからないから、相談に

も行かないわけです。可能性があるぐらいに言えば、ずいぶん違うと思います。現に、

群馬や青森、仙台ではそういう制度やっているので、ぜひやるべきだと思い、市原市の

保健センター所長に要望したら、「国がやれと言わないからやれない」ということでし

た。 

先程の資料に「かかりつけいが参画した早期からの認知症高齢者支援体制」というの

がありました。かかりつけ医とかサポート医制度がありますが、実際に、かかりつけ医

が５分や１０分話しても認知症は絶対わからない。でも私はわかるんです。なぜかとい

うと検査をするからわかるんです。検査して初めておかしいとわかるわけです。どうい

う検査がいいかはある程度わかってきています。そういう検査の後に、おかしいと思っ

たら、しかるべきところにつなげていくシステムが必要だと思います。いくら抽象的に

認知症とはこういうものだといっても、現実に目の前の人が認知症なのかわからないわ

けですね。この前の千葉認知症研究会でも厚生労働省の説明にもありましたが、こうい

う検診制度がない限り、根本的な欠陥があると思います。ほとんど実効性がないと思い

ます。だから、ぜひそういう検診制度を作っていくべきだと思います。 

 

（助川会長） 
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 ありがとうございました。検診制度というのは、子どもの場合も早期発見のために、

１歳半・３歳児検診とかあって、検診の重要性はいろいろな分野で言われています。非

常に大事なキーワード「検診」が出てきました、また、別のところでは、スクリーニン

グと言われることもあります。安田委員からの提案とて出していただきました。 

他に何か。 

 

（永島委員） 

安田委員の発言に関連して、今日並べてあります「認知症早期発見のめやす」という

ものを作っています。たくさんありますので、活用してください。「家族が認知症では

ないかと心配しているあなたへ」という資料も早期発見のひとつしてうちの会で作って

いる資料です。 

 

（助川会長） 

実際に活動している家族の会のリーフレットの説明でした。他にどうですか。土屋委

員どうぞ。 

 

（土屋委員） 

千葉市ですが、６月から、行政が抱える問題を、要望があったところの自治会とかへ

行って管理職が話すと言う「出前講座」を行っています。その中に、「認知症の対策と

予防」というテーマがあります。これは人気バージョンでありまして、多くのオーダー

があります。感じたことは、皆さん、認知症に対して興味・関心が高いということです。

もうひとつ、認知症はどうしても一番長く接しられている方が異変に気づく、それは紛

れもなく家族かと思いますが、認知症は、理解を進めていくことが最初に必要で、それ

が早期発見に力がつくだろうし、その次にケアとか、家族の支援というステップがある

があるのかなあと感じています。 

 

（助川会長） 

千葉市が出前講座として行っているということで職員も大変かと思います。デンマー

クとかは、市の職員が最低限認知症の研修を基礎教育として受け、事務職であろうと認

知症の理解はベーシックな研修に中に入っているという話を聞き、非常に必要なことだ

と思いました。出前講座を行うことは、市の職員が必須として勉強なさるわけで、市民

の交流の中でかなりプラスになると思います。キーワードは、「正しい知識の普及」と

いうことですね。それ以外何か。酒井委員どうぞ。 

 

（酒井委員） 

資料の介護家族に対する支援の中の交流集会は、具体的にはどういうものですか。 

 

（事務局） 
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 家族の会にお願いする事業で、家族の会が交流集会を行っていない地域で計画しても

らい、実施します。 

   

（酒井委員） 

わかりました。 

私は、もう１２年介護しています。したがって、なかなかこの会の出席も難しいんで

すが、今日はたまたまショートステイしていますので、出席させていただきました。 

妻は、５２歳で発症しました。まず情緒が乱れました。若年性認知症は、こういう症

状が多いようですね。施設から４箇所断られ、行く場が無くて、仕方なく主治医に相談

しまして、向精神薬を処方されました。そしたら情緒の乱れは抑えられましたが一気に

進んでしまいました。それまで他の人に迷惑をかけるということで断られるぐらいにぎ

やかだったのが寝たきり、今でも寝返りもうてません。それが原因かどうかわかりませ

んが、それを境に坂道を転げ落ちるように悪くなりました。リスパダールという薬を飲

みまして、一気に悪くなりました。施設で受けてくれないということは、介護保険制度

以前の問題だ、いっそ措置制度のほうがいいというふうに思いました。しかも介護保険

制度は契約ですから、面接してダメだと思えば断られる、というケースが結構ある。そ

の後改善されたかと思ったのですが、家族の会で会員の方と話をすると依然としていら

っしゃる。病院に入れると、介護施設ではありませんから、薬で抑えちゃうということ

で、ますます症状が悪化すということがあります。もう一つ、急に高熱出しまして、腎

盂炎になったんでしょうね、夜中４０度くらい熱が出まして、救急車で、病院にどうに

か入れてもらいました。一般的に認知症の人は入院はお断りで、基本的には完全看護で

す。自分の意思が示せない人はお断りで、ただ、家族が付き添えばこの限りではないと

いうことでした。病院も施設も断られると、どこへ行ったらいいんだと当時思いました。

そんなわけで、市長宛の手紙を書きましたら、「施設名がわかれば指導する」との回答

で残念でした。 

ともかく、医師や施設の関係の方が、認知症の本人並びに家族の状況をまだ把握して

いないように感じます。「うちでは受けられない」というのは、自分の仕事を放棄して

いることになると思います。どういうふうにされるのか、要は、認知症の本人や家族の

生の声を聞くシステムを作っていただきたいと思っています。 

 

（助川会長） 

酒井委員の言われたように、まだまだ現状であるというのはそのとおりで、なかなか

改善できてない、というより、みんなで認知症を改めていくことができてないという現

状があります。酒井委員が出されたキーワードは、「認知症ケアに関わる人がそれぞれ

の役割を果たす」と「必要なときに最良の医療、ケア、支援が受けられる」を再確認さ

せていただいたということでよろしいでしょうか。それに「本人家族の声を聞く、それ

で共通認識を持つ」を追加させていただきます。当事者ですから、心に届く言葉が出ま

して、実際、提供拒否はまだまだ私も耳にしていますから、非常につらい現状だと思い
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ます。では他に、はい、滑川委員どうぞ。 

 

（滑川委員） 

成年後見制度の申し立ての支援という事業はあっても、後見人の担い手が少ない。東

京都や世田谷区のように成年後見人、市民後見人の養成を千葉県でも検討していただき

たい。 

それから、市の職員の研修という話が出ましたが、研修といっても、話を聞くだけで

は、なかなかイメージは浮かばないと思います。ぜひ、市の職員の方々には施設などの

現場で、生活を見ていただけるような実務に沿った研修を取り入れていただきたいと思

います 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。後見人が不足しているというのは言われていることですか

ら、行政の支援事業ができれば、すばらしい。地域福祉権利擁護事業においても、千葉

県は全国で１７位くらいに位置しており、まだまだ進んでいないという現状があります

から、もっと進めていくというのも、後見プラス地域福祉権利擁護事業ともにまだまだ

遅れているという現状をもう少し何とかしていくことが一つ。 

もう一つは、市の職員の研修ですが、ただ座って聞くだけでは身につかないもので、

確か、市の職員は、新人研修は、福祉現場に行くということだと思いますが、まだまだ

長い歴史ではないと思いますので、中堅職員、いろいろな施策を担当する職員の方々に

もそういう研修を入れていく施設現場を見ていただくというのも必要なことではない

かと思います。そのキーワードを入れさせていただきます。 

では、他に何か、はい今川委員どうぞ。 

 

（今川委員） 

早期発見についてお話が出まして、また、早期発見のめやすを見せていただきましたが、

今日まさに、その方をお世話してきたところです。生活支援ハウスで生活援助員をやっ

ていますが、要介護１から自立の方で、だいたいご自分で何でもある程度のことはでき

る方々が８人入居されています。お薬を飲み忘れてしまったりというのはわかっている

ようですが、頭が変になったと本人が訴える、時々おっしゃっている方が１人いたんで

すね。ご自身がやれることがやれなくなったり、やりづらくなったことは自覚があるん

だなということです。そういう軽度の認知症かどうかわからない方への支援の面を、専

門職は本当にやっていかなければならないと思っています。この方、実際にちょっと進

んでしまったんです。進む前に何かやることがあったのかと責任を感じています。認知

症の相談をしたときに、認知症かどうかはお医者さんじゃなきゃわからないんだから、

そういう判断をしなさんなというお話がきたりします。認知症の告知という問題がある

のかなあ、みんながそれを避けている。認知症は治らないからみたいな誤った理解の中

での返しがあると思います。ご本人がほろっと本音でおかしいなと言える場所があって、
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そこからつながっていく点をみれば、認知症予防として何をやっているかというだけで

はなくて、地域でいろんなサロンがあったりとか、地域のつながりがあると思いますの

で、それをいかしていくことも大切だと思いました。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。 

初期の段階でのどのようなケアをしていけばいいのかは、まだまだ専門職でも悩むよ

うな段階です。やりすぎては本人の能力を奪ってしまいますし、本人の生まれ持ってい

るところをどうやって対応していくか、まだ見えない、認知症ケアとしても確立されて

いない部分かと思います。そのような早期発見したときに、どこにつなげていって、そ

の人たちがどこまで専門的な部分を理解してケアを提供できるのか、家族にアドバイス

できるのか、大事なポイントで、発見したはいいけれど本人はめげてしまう状況があっ

たら、マイナスなことになりますから、専門職の大事な役割ではないかと思いました。 

それから、告知の問題というのは、かかりつけ医との問題で、非常に難しい部分があり

ます。かかりつけ医の養成研修の中で、その後でどうやってフォローしていくのかは、

地域の中での活動等の役割が出てくると思います。キーワードとしては、「地域の中で

支え合いの活動」と「本人の自立支援」ということでよろしいでしょうか。 

 どうぞ、他に、はい、石元委員どうぞ。 

 

（石元委員） 

地域、周りの人間関係を良くする、かっこよく言うとネットワークを構築すべきだと

思います。 

それと、送られてきた教材を見ると、認知症は、本人がまず最初に良くわかっている

と書かれています。これだけ情報が飛び交っている社会ですから、ちょっと物忘れがひ

どくなったと思ったとき、ひとりで行って、相手に守秘義務を持ってもらって、気安く

相談できるところが必要だと思います。それは地域包括支援センターになると思うんで

すが、なかなか役人が作る言葉はなじめないんですね、たとえば、認知症だけに限って

「なんでも相談どころ」にしては、なかなか来ないんじゃないかと思うし、もう少し庶

民的なやさしい言葉にすれば、しかも認知症だけでなくて、様々な病気だとか、財産の

話だとかがありますから、知恵を絞って、名称も柔らかい言葉がいいと思います。 

それから、酒井委員の話には感銘を受けました。これは大きな問題ですよね。医者も

商業主義で、認知症に興味を持っていただけないというのは偽らざる現状かと思います。

これは、県だけで片付く問題ではないとは思いますが、少しずつ改善していかなければ

ならないと思います。 

それから、誰でも認知症になるということですが、私も、戦後は結核、その後はがん、

そして、今は認知症が怖いんだろうと思います。認知症は恥ずかしいことでもなんでも

ない、誰でもなるんだということでということを、県だけではなくて、市町村でぜひキ

ャンペーンをやってほしいと思います。 
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（助川会長） 

ありがとうございました。おもしろいキーワードが出ましたね。いままで人の問題で

人のネットワークでやっていましたが、場所も必要ではないかということで、今までに

入ってなかったもので｢なんでも相談所｣。前、在宅支援センターが身近にあって何でも

相談できる場所として設置されましたが、このネーミングは硬すぎる。身近なところで

相談できる場所をまず作ることと、そして、わかりやすいネーミング、これは大事なこ

とですね。正しい知識の普及という中で、昔だったら、結核は治らないが、今は変わっ

てきています。恐れだけを先行させないことが大事なポイントで、呆けたらおしまいよ

ねと巷では言われていますが、みんなで呆けても怖くない地域になればいいわけで、一

つの方向性を示唆していただいたと思います。 

 他に、はい、浜詰委員どうぞ。 

 

（浜詰委員） 

訪問看護をさせていただいて、訪問しますと、認知症の早期かなと思われる人にたく

さん出会います。しかし、担当医に連絡して診察していただきますが、「年だからこの

くらいは」という先生もいらして、そこで止まってしまいます。あとは、ご家族ですと、

危ないという状況が見受けられると、他のご家族に連絡して、うまく診察に結びつけて

早期に治療を開始し、そんなに重症にならない方もいらっしゃれば、ご本人に全く認識

がなくて、病院なんか行きたくないという方もいらっしゃいます。そうなったときに、

私たちはどうしたらよいかと考えると、気楽に相談に行ける窓口が明確に近所・地域に

公的な機関でもあれば、ちょっと行けると思う、そこから専門医につながっていくこと、

きちんと窓口が明確になっていることがとても大切で、そこから切れないで専門医まで

つながるルートが明確にあればいいと感じています。 

 では、ここで永島委員。 

 

（永島委員） 

千葉県は比較的若い県だと言われています。認知症の進行段階があるとすれば、この

計画のこの研究会がマークするところは、初期から中期くらいのところまでかと思いま

す。ここが介護で一番負担が多いところなので、ここを一番マークできるような、成果

としてあげられたら、千葉県の今の人口構成、これから団塊の世代が高齢期になる１０

年後、１５年後、県としては一番大切なところかと思います。だけれども、絶対に重度

の４・５を切り捨てるわけではありません。千葉県の認知症対策としてはそこをマーク

していくことかと思います。 

それから、１にも２にも３にも、お医者さんの理解が大事です。生活状態をみてもら

うお医者さんの養成とお医者さんとのネットワークをぜひ大きな柱立てにしてほしい

と思っています。 
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（助川会長） 

 はい、小林委員、どうぞ。 

 

（小林委員） 

 安田委員のご意見に感銘を受けました。検診制度はいいと思っていますが、基準や費

用など難しいなと思いました。 

私たち福祉ふれあいプラザの業務のために、ここでのご意見はいいヒントになりまし

た。来年度事業にも取り入れていきたいと思いました。 

認知症疑似体験の説明がさらっとありましたが、認知症疑似体験は、私ども長寿社会

文化協会が開発しましたが、そのとき主にリードしてくださったのは、厚生労働省が全

国に３つ作りました認知症介護研究・研修東京センターのセンター長の長谷川和夫先生、

東京大学の協力を得て、開発したものです。その後、一時期、認知症予防に走ったんで

すよ。認知症予防が都老研やマスコミ等で取り上げられていましたので。 

しかし、認知症予防と認知症対策は少し違うんですね。認知症の講演会をすると認知

症の家族の方と認知症ケアをされている人と同時に、認知症になりたくないとか、なら

ないにはどうしたらよいかという人たちが同時にきてしまわれるんですね。どちらにも

満足していただける講演はなかなか持つことができませんでした。それで私どもが開発

しました疑似体験は、このキャラバンの「認知症を学ぶ」という一つのツールですが、

９０分でこの小冊子を理解するのは難しいと思います。認知症がこれまで理解されなか

ったのは、言葉が難しすぎるんですね。ヘルパーさんでさえ見当識障害とはどういうも

のかしっかり理解されている方は少ないですよね、ベテランの介護の職員の方でも正し

くご理解されている方もあまり多いとはいえないのが現状ですね。それを映像によって

理解してもらおうと考えたんです、まだ、開発途中かも知れませんが、こういったツー

ルもございます。 

千葉県版認知症サポーターを作ることが計画にあります。千葉県版というところが重

要だと思いますので、この研究会で千葉県特有の認知症サポーターの研修を組み立てて

いったらいかがでしょうか。すばらしい委員の方々がいらっしゃるので、きっといいも

のができると思います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。 

非常に前向きなご意見がでました。千葉県版認知症サポーター、つまり、例えば、見

当識という言葉でおっしゃいましたが、専門用語が、どのような行動なのか理解してい

る人が専門職の中でも少ないという現状があります。どのような行動を見たときに、こ

の方が混乱しているのかを理解できるように、サポーターが言葉だけでなく現象面をき

ちんと捉えられるような研修にして、サポートをしていくというところをおっしゃって

いるのかと思っています。「新しい研修の方法」をひとつキーワードとしてあげさせて

いただきます。 



 - 18 -

さきほど浜詰委員のおっしゃったのをまとめますと、非常に大事なことで、入り口か

らずっと途切れない、早期発見からターミナルまで時間の継続性を意味しています。最

初の検討課題のところで出てきているのは、どちらかというとネットワークという横の

広がりの検討ですが、時間の継続性という意味で、どんなステージでも途切れない形で

というのは、新しいキーワードかと思いますので、加えさせていただきます。 

時間になってしまいましたが、他にありますか、はい石井委員どうぞ。 

 

（石井委員） 

私の職場は、認知症の方を対象としたデイケアで、認知症の方しか来られないわけで

す。診断を受けて、認知症とわかった方が相談に来られ、病院につながるケースが非常

に多くあります。家族会も３か月に１回行っていますが、家族の方が理解することは非

常に大事と思います。家族が理解されないと受け入れないわけで、受け入れないという

ことは、地域に助けを求めようとはなさらないことになり、自分を責めたり、手をあげ

て行動をとめようとしたり、周辺症状に対しての理解も対応・程度・方向もわからない

ので、苦悩された中で何とか家の中でみる方がすごく多い。家族会を通してわかること

は、わかって初めて受け入れられる、受け入れられるから助けを求められるようになり、

近所の人に、「うちのおばあちゃんは、認知症で外を出歩くことがありますから、見か

けたら声をかけてください。」と言えるようになってきます。理解をしていくのは、サ

ポーターも、仕事をしている現場も大事ですが、家族に方に知っていただく、地域の方

に知っていただくには、家族の方が知っていただく場所や機会が必要ですし、自分たち

が理解した上でお話ができる環境づくりが大事と思います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。 

家族の会では、家族支援プログラムをおととし作りました。家族だけが集まってプロ

グラムの中でお互い共有しあいながらいくことで、心理状態が変わってくるという画期

的なプログラムを体験させていただきました。そのような家族支援プログラムがあると

いうことも活動の中に入れさせていただくとちがいますね。 

 

（永島委員） 

それはおととしで、去年、今年と千葉市がそれをうちの会に委託されまして、千葉市

の方しか今使えませんが、今年６回実施します。 

 

（助川会長） 

 家族支援プログラムは、私も効果を見ていますし、千葉市は先進的な事例ということ

で、土屋委員からつぎに御紹介いただければと思います。 

 

 かなりのキーワードが出てまいりましたが、まだまだ語りつくせない、あげていくも



 - 19 -

のがあると思います。今後そういうことを検討しながら、まとめる作業に入っていくわ

けですが、後で気がついたり、検討事項として入れてほしいこともでてくると思います

し、ご出席されてない委員からもあると思いますので、再度まとめて事務局からまとめ

てご通知いただければと思います。 

 今日の議題はこれで終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 では、事務局から連絡事項等お願いします。 

 

（事務局） 

 委員の皆様からいただきました３か月分の日程調整表からは、規則的な開催を決める

ことは難しいという結果でした。全体的に週の前半が集まりやすいようですが、火・水

が原則的に難しい委員がいらっしゃいまして、月曜日が望ましいと思われます。会長、

副会長ともご相談しまして、第２・４月曜日の開催を原則とし、前月には開催日を決定

することにしたいと思います。早速、９月の開催日ですが、第２月曜の１１日と、その

次は変則になりますが２７日の水曜日になりますので、よろしくお願いします。 

 今日のご意見は、まとめて Eメール等で皆様にお送りいたします。また、言い足りな

かったこと等ありましたら、E メール・ファックス等でご連絡くだされば、加えてお送

りいたします。 

 メーリングリストについてですが、推進作業部会と２つの研究会のメーリングリスト

を作成しました。メーリングリストアドレスに意見等送っていただくと、登録者全員に

送られ共有されることになりますので、意見交換等にご活用いただけると思います。参

加登録は２枚目の表の丸印がついているところが参加されているものです。他の研究会

にも参加したい方やまだ出されてない方は、お申込みください。 

 次回は、８月２９日火曜日で、場所は、変わりまして、本庁舎５階大会議室になりま

す。 

 

（助川会長） 

 それでは、予定より１０分経過してしまいましたが、皆様ご協力いただき、いろいろ

な御意見にいただきましてありがとうございました。これで第２回の研究会は終わらせ

ていただきます。ありがとございました。 


