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第３回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年８月２９日（火）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、石井委員、石元委員、今川委員、黒田委員、 

鈴木委員、高井委員、土屋委員、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１５名） 

      （欠席：小林委員、酒井委員、出口委員、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 認知症になっても安心して暮らせる地域づくり【資料１】 

２ 認知症の正しい理解の普及について【資料２】 

３ 認知症検診制度について【資料３】 

その他に 前回の会議録、メモリーウォークについて、物忘れ相談プログラム 

以上です。では、助川会長よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

皆様こんばんは。それでは、本日の議題に入ります。 

まず、資料１は、前回の討議事項でありました、｢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、事務局で前回の皆様の意見をまとめたものです。

最終的に報告書としていくための骨格となるものですが、何か御意見はありますか。 

 

（安田委員） 

物忘れ外来でまず一番に困ることは、車を結構運転していることです。なかなか止め

ようとしない。よく聞くと何度も事故を起こしているし、道もわからなくなっている。

そこで最初に苦労する。厚生労働省で車の運転に関するものをまとめたか、検討かして

いるようで、ここでやるべき問題かわかりませんが、入れておいてそちらと連携をとっ

ていく必要があると思います。 

 

（助川会長） 

 前回出なかった意見の中で、安田委員から提案のありました車の運転について何か。 

車の運転ということで、他県の方で、認知症の人と家族の会の取組の相談の中でも、

車の運転をどうやって止めさせるか、非常に苦労しているという記事を読んだばかりで

すが、千葉でもやはり非常に大きな問題で、高齢者の交通事故の中で、実際、加害者に

なる可能性がありますから、これも検討事項の中に入れさせていただくということでよ

ろしいでしょうか。 
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はい、ありがとうございます。それ以外に何か。 

 

（鈴木委員） 

 前回欠席してしまって、今日の資料１のまとめがどういう性格をもっているものなの

かわりませんが、この項目に従って、詰めていくということでしょうか。 

前回の議事録を見ますと、介護予防事業について書いてありますが、介護予防につい

て、是非、取組をまとめるというか、焦点を当てていただければと思います。 

知人、友人の間では、それなりの年になってくると、どうしても介護予防、いわゆる

認知症予防について、冗談半分にボケ防止にうんぬんとか、ぼけないようにとか、皆さ

んすごく気にしています。実際、認知症になった方は、それなりに書いているような対

応が必要でしょうが、手前の認知症にならないための運動とか、東京都老人総合研究所

とかでもやっているように聞いています。私は、平成１６年のＮＰＯと県との協働事業

で介護予防を提案しましたが、残念ながらテイクアップされませんでした。 

東京都老人総合研究所でやっているような内容について、ここでもピックアップして

いくといいのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

鈴木委員の方から介護予防、特に認知症予防というキーワードが出てきましたが、皆

さんいかがですか。認知症の正しい理解だけでなく、予防という観点では。 

 

（永島委員） 

介護予防というと介護保険の中の地域包括支援センターで取り扱う介護予防という

ようにとられ、そうすると範囲が狭くなってしまうと思います。この研究会で取り上げ

るなら、介護予防というよりは、認知症の予防の方がいいんじゃないですか。介護予防

と言ってしまうと不自由になると思います。 

介護予防についてというのは、結局、認知症の啓蒙、啓発というところにどうしても

繋がってきます。認知症というのは、どういうことなのか、どういうことが生活の中で

起こってくるのかというようなことから始まるのではないかと思っています。 

 

（安田委員） 

最近、マスコミなどで音読や運動などが介護予防になるとか、たくさん出てきます。

自分も訓練する立場ですが、認知症にかんしては、どういう訓練をしても、悪くなる人

は悪くなる、今週、計算できた人が、次には計算できない、実際そういうことがありま

す。それでも中にはそういうことが好きな人もいますし、実際に体を動かして、悪いこ

とは少しもない。でも私はそのような一般論より、実際に軽い物忘れが始まったときに

具体的にどうしたらいいかということが大事だと思います。私の臨床経験を、今後皆さ

んにアピールしていきたいと思っています。それは、たぶん認知症支援に入るのかな、

そういうふうに考えます。 
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（助川会長） 

ありがとうございます。 

今、安田委員からおっしゃったのはすごく大事なことで、たとえば、２の「支援者の

それぞれの役割と連携のための取組」の中の認知症支援者のそれぞれの役割、認知症が

発症したところからのスタートであるという意味であれば、ちょっと範囲が狭くなるの

かな。鈴木委員がおっしゃったように健康な状態をいかに維持するのかということであ

れば、早期発見ではなく、その前の部分を入れていくという考え方で、取り組ませてい

ただければ、健康な状態の方達が正しい知識を持って、なおかつ、健康維持をするため

の取組というような意味で、この幅を広げる。国が自治体の介護保険制度の中で考えて

いる健康な人達をいかに長く健康でいてもらうのかということですから、この部分で、

安田委員のおっしゃった健康な状態をいかに長くするのかというところの取組を入れ

ていただければ少し幅が広がるのかなと思います。 

そうなってくると、健康な人達に対する施策の１つの柱は認知症とはなんぞやという

永島委員がおっしゃったような啓蒙活動も非常に大事ですし、そうなってきたときに、

ちょっと自分が今までと違うなというときに早期の部分の取組に御自分でも気がつい

て、早いうちにもの忘れ外来等に行くこともできてきます。 

ですから、全体の集団の中の健康な人達に対する単に啓蒙活動というよりは一連の支

援の流れというふうに捉えていった方がいいのかもしれないと、安田委員と鈴木委員と

永島委員の意見を総合して考えさせていただきましたがいかがでしょうか。 

それに対する施策に対しましては、また、それぞれあると思いますが、対象者の流れ

をもう少し健康な状態のときからどうしていくのかというのを整理してもらう方がい

いと思います。 

それ以外に何かございますか。 

 

（山尾委員） 

前回欠席したものですから、要領は分かりませんけれども、正確な情報ではないんで

すが、僕たちの町でまちづくりという住民参加型の会をやっていました、その中のある

人がこんな話をされています。 

認知症の予防について、脳の活性化をするためにテレビの画面で映したり消したりす

る。これで脳の活性化をすると認知症にならない、なりにくいということを、臨床的に

大学でいろいろ検討しているようで、商売として考えていますからソフトとして開発し

ようという業者もいるわけですね。大学と一緒になって予防の段階から取り組んだとこ

ろがあると聞いています。詳しいことを今度調べて皆さんに御報告できる機会を持ちた

いと思います。 

先ほど運転の話をされていましたが、疫学上の想定では８５歳以上の方の認知症の有

病率は２９．７パーセントとなっています。 

やはり運転は８５歳以上になったら止めるというのが、１つの方法かと思います。た
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だし、戸籍年齢だけでは人によって健康状態は違いますから、一概には難しい問題だ

ろうと思いますが、そんなことを含めて、認知症は高齢者の病気であることは違いな

いので、そういう視点からも考えておく必要があるように感じております。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

データ的に８５歳以上の方がそういうことが多い有病率の話ですか、高齢期の特徴と

しては個人差が大きいというのがありますが、単に年齢で出るのかどうか非常に難しい

問題だと思います。１つに何らかの取組をしなければいけないということがあると思い

ます。 

 

（永島委員） 

山尾委員のおっしゃったことは、先ほど配った支部報に掲載した、今年１０月１日に

家族の会が「認知症を予防する」をテーマにした講演会を行なうのですが、その講師の

筑波大の朝田先生の研究もそうではないかと思います。予防のための介入活動の１つに、

フリフリグッパーという運動があり、講演会でそれも紹介します。 

もう１つは運転のことですが、この次にお持ちしようと思いますが、ＪＡＦの機関紙

に、認知症と診断を下されたら運転をしてはいけないということになっているとありま

したが、当人が認知症の自覚がなかったり、軽いうち、車がないと生活ができない地域

では、車がないと病院にもどこへも行けない、暮らせないということもあって、高速道

路を逆走したり、事故を起こさないまでもいろんな事件が起きているようです。 

だけど、認知症と診断を受けた人は、道路交通法か何かで運転をしてはいけないと決

まっています。そのへんをどうしたらいいのかが、ＪＡＦの機関紙にありました。この

次にお持ちしようと思います。 

それのきっかけはなんだったのかというと、筑波大の朝田先生からお聞きしたのです

が、認知症の人が人身事故を起こして、医師が診断しているにも関わらず、運転して事

故を起こした場合、医師の責任として加害者側から賠償責任を問われるんじゃないかと

いう心配があったらしいのです。私どもも調べましたが、複雑な問題が背後には絡んで

きているのだと思います。そこまでこの研究会では、言及できないとは思いますけど、

そういう問題もはらんでいます。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。 

車の運転等いろいろな分野に関わっていることですので、この中に入れられるかどう

かわかりませんが、分野横断的に支援しなければいけない部分として、車の運転という

ことで、検討させていただきます。 

それ以外に何かございますか。 
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（土屋委員） 

１の（４）に権利擁護の話が書いてありますが、気になるのは、２として認知症支援

という言葉が出てくるのですが、権利擁護とは一体どちらになるのか。この項目の立て

方だと（１）から（３）までは認知症の理解をして、認知症を探し出しましょうという

こと、（４）になると認知症になった方を側面から支援する成年後見だったり、高齢者

虐待というのはなかなか難しいんでしょうけども（２）の大きな方は切り口が違うんで

しょうけども、支援ということになるとどうなのかな。項目的にはだいたいこれで網羅

されていると思いますが、並べ方がもう１回相談されてもいいのかなという感じです。 

それと、私の方から取組について、宿題と認識しまして紹介します。 

千葉市でも、昨年、認知症について普及啓発を図るということで、４回、一般の方を

対象に認知症の理解とか、ヘルパーの上手な使い方とか、支え合いとか、リハビリとか、

合計１００名位が申し込まれました。 

これにつきまして、今年度は６回ほどやろうかと、今のところ９月あたりから関係者

の御協力をいただきながら、感染症の予防とか、新しい介護保険の利用の仕方とか、か

かりつけ医との上手な付き合い方等です。前回昼をはさんでしまって参加者の方で認知

症を抱えている方はお昼をはさんで参加しにくいということで、今回午後の方にして参

加しやすいようにしようと思っています。御紹介だけいたします。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。 

千葉市の前向きな取組の研修のことを発表していただきました。 

その前にありました権利擁護体制の充実のところの（４）で確かに早期発見・早期対

応に向けた取組の１項目でいいのかどう、事務局で御検討いただくということで。 

確かに高齢者虐待防止は、地域包括ケアの中でネットワークづくりみたいなことまで

言われていることですから、もしかしたら下の方の支援連携の方が必要かもしれない。  

事務局で御検討いただきたいと思います。 

それ以外にございますか。 

 

（今川委員） 

最初に、６５歳以上の介護予防の生活機能評価のチェックシートの話があり、安田委

員の資料がありますけれども、千葉県として別表を付ける、あのチェックリストを活か

す方向についての話し合いというのはしてもいいのかなと思っています。 

坂戸市の方で、チェックリストは減らしてはいけないけれども、増やす分にはいいと

いうふうなことで、口腔ケアに関する項目を２項目増やしたという話を聞きました。具

体的にどういうことかは調べていませんが、そういうことがあります。 

３つをあと２つ増やすとかができればいいなと思いました。 

それから、認知症の方の啓発や普及に関しては、どこにその一石を落とせば効果的に

広がっていくのかということを考えていくことが大切と思います。 
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江戸川区の例で、まだあまりよく追ってないので、次回の時に実物をお持ちしたいと

思いますが、江戸川の総合人生大学という生涯学習の方でやっていまして、現在、家庭

経営学科の介護福祉コースの方が江戸川区のミニデイについていろいろ冊子を作った

りして卒業制作みたいな形でされています。 

地域のことを勉強しようとか、福祉のことを勉強しようとかいうようなことを千葉県

の中にもあるのでしたら、そういうところにも認知症の問題とか、投げかけていくとい

いのかなと思いました。勉強しようとする人と一緒にやっていくという形ですね。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

資料１は項目を立てているということですので、中身に関しましては、また、このあ

と、どんどん御意見をいただいて検討していきたいと思います。 

啓蒙活動の中のやり方というところできっとその他の啓発啓蒙活動の中に実際の地

域の取組とか、千葉県は生涯大学校とかありますし、市町村は老人大学校がありますの

で、そういうところのキーワードを入れていくという形で検討させていただきます。 

時間の関係もございますので、項目検討はこの位にしましてよろしいでしょうか。 

整合性の取れるように次回出していただくということで考えさせていただきます。 

次に、まだ検討事項がたくさんありますので、事務局に資料２につきまして認知症の

正しい理解の普及について、御説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料２を御覧ください。 

認知症の正しい理解の普及について、まず、千葉県版認知症サポーターの養成です。

サポーターを養成するためには、その講師役となるキャラバン・メイトの養成が必須と

なります。そこで、千葉県キャラバン・メイト養成研修を７月２６日に実施しました。

受講対象は、介護相談員、認知症介護指導者養成研修修了者、認知症介護実践リーダー

研修修了者、グループホーム評価調査員、家族の会会員等です。修了者は１５３名、  

３３市町村に誕生しました。その内訳は２ページのとおりです。 

また、２回目の千葉県キャラバン・メイト養成研修の開催を考えています。対象は、

市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の職員を予定しています。この取組

は、市町村が中心となって展開されることが理想的な姿ですので、２回目の研修は、市

町村等に１００万人キャラバンを知らせること、そして、サポーター養成講座をきめ細

かく広げてもらうことを目的にした研修にしたいと思います。 

認知症サポーターの養成状況は、３ページを御覧ください。これまでに２か所で開催

され、６２名のサポーターが誕生しています。千葉県の特徴としましては、福祉教育推

進校の活動にサポーター養成講座を活用してもらうことを働きかけたことで、学校への

アプローチができていることです。今後、開催が決定しているのは、福祉教育推進校や

山尾委員の取組を含め、７か所です。参考までに、全国の状況を確認したところ、４ペ
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ージにありますように、約５万人となっています。 

認知症サポーターの養成の今後の展開について、１ページに戻ります。 

まず、教材について、委員の皆様に御意見をいただきたいと思います。 

標準教材は、以前お配りしたものですが、大人や、高校生くらいまでは、この標準教

材を中心に、対象者の年齢や、所属、認知症に関する知識・経験の有無や程度にあわせ

て、カリキュラムを作成することで対応できるかと思います。ただ、小学生や中学生に

は、標準教材では難しいと思いますので、工夫が必要かと思います。実際、来月初めて

行う福祉教育推進校での講座の受講者は、高校生ですが、教材による講義だけでは展開

は難しいのではという不安もあり、福祉ふれあいプラザの協力をいただき、認知症疑似

体験を取り入れながら行う計画としています。 

教材の工夫例として、わかりやすく整理された資料、リーフレット・絵本・紙芝居等、

視覚的に確認できるビデオ、当事者の気持ちがわかる手記、体験できる実習等が考えら

れます。また、この教材を作っている全国キャラバン・メイト連絡協議会とタイアップ

で製作することなどもいいかと思います。 

対象者については、住民・職域・学校とあります。詳しいことは、５ページからテキ

ストのコピーをつけてあります。千葉県の場合、学校や住民は、アプローチができて、

少しずつではありますが動き出しています。ただ、職域については、全くできていない

状況です。 

そこで、職域へのアプローチについて、委員の皆様から、是非、妙案をいただきたい

と思います。１つ考えているのが、郵便局・警察・消防署は、徘徊ＳＯＳネットワーク

を通じてアプローチです。 

次に、その他啓発についてですが、（１）市町村、医師会、施設、福祉教育推進校と

連携した啓発、例えば、福祉教育推進校の施設訪問、医師会の取組に認知症の啓発を加

えてもらうとか、市町村が主体となった啓発を促進するといったことです。（２）啓発

用ビデオの製作、啓発の手段に、講演やパンフレットの作成配布がありますが、映像で

示すことによる効果は、何倍もあると思いますので、事業化できればと考えています。

そして、サポーター養成講座にも活用できると思います。（３）県民だよりへの掲載は、    

来年度の県民だよりに、認知症の特集が掲載できると、その啓発効果は大きいと思いま

す。それには、次に議論していただく認知症のチェックリストの作成など、大きな目玉

になるものにかかっているかと思います。以上のような方法が考えられます。 

認知症対策の取組は、早期発見・早期対応、良質なサービスの確保、家族への支援、

周囲の見守り、ターミナル対応まで、様々な地域資源を活用して、各ステージに応じた

対応が継続して展開されることが必要であると思いますが、まずは、認知症を正しく知

ってもらうＰＲ活動から始めることにあり、効果的な啓発方法や、まず、ここから啓発

が必要であるとか、忌憚のない御意見をいただきたいと思います。 

委員の皆様から御意見をいただく１点目は、サポーター養成講座の教材と職域へのア

プローチについて、２点目は、サポーター養成講座以外の啓発方法についてです。よろ

しくお願いします。 
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（助川会長） 

 １点目の職域というとイメージが難しいと思いますので、皆さん、資料２の６ページ

目に職域の具体的な例が出ておりますので、見ていただいて。対象となる組織や団体、

企業、公共サービス関係、今話のありました警察とか、消防とか、実際ＳＯＳネットワ

ーク等ですぐに対応していただく方達に、認知症の正しい理解をしていただこうという

ことだと思う。 

 今、説明のあったことに関しまして何かありますか。 

 

（高井委員） 

ＳＯＳネットワーク等の関係ということが出ましたが、この前、我孫子でＳＯＳネッ

トワーク連絡協議会が開かれて、私が出席しました。そのとき、コンビニ、郵便局、ガ

ソリンスタンドの方などが出席されていました。ＳＯＳネットワークの取組状況などの

報告がありました。そういう場を借りて、サポーターのことをドッキングさせることも

可能なのかなと思います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

ＳＯＳネットワーク、非常に各市町村で広がりが見えているところですが、そのネッ

トワークに参加していただく人達に対しての啓蒙活動、それも重要なことだと思います。 

ほかに御意見ございますか。 

 

（石元委員） 

おそらくＳＯＳネットワークに携わって、公共的な仕事に携わる方々は、かなりレベ

ルが高いと僕は思っております。 

民間企業、それと民間企業を卒業した人、老人会とか、各地域にいるような人が多い

と思います。そういうところに何か分かりやすいパンフレットがあるといいと思います。 

６５歳位になりますと、字が小さいと読みづらいので、説明してやるという文章でなく

て、読みやすい、大きな字で、しかもカタカナが少ない文章で、こども用の教材だけで

なく作ってほしいと思います。 

特に県からいただいた資料で、認知症の兆候が現れているのは、まず、本人がわかる

ようですから。本人が兆候を分かったときに、地域包括支援センターに相談してみよう

かと、なんとなくそのときに、恥じらいのないように、誰でもなりうる可能性があるん

だと、されど、予防をすれば進行が遅延する可能性があると思いますので。 

特に６５歳前後の人を対象にした分かりやすい、いろいろ考えているんですが、高齢

者駆け込み寺とか、何か無いのかなと思っているんですが、カタカナが入らないのがい

いと思うんです。 
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（助川会長） 

ありがとうございます。 

石元委員からポイントが出たと思いますが、私もだいぶ読みにくくなりました。 

読みにくい教材だと絶対手に取りません。市町村等からパンフレットを出されますが、

コントラストが悪い、非常にマイルドな色を使っていて目が悪い人は読みにくい。 

児童向けだけではなく、やはり高齢者向けも。６ページのところの内容にいいんじゃ

ないかというのがあったのは、既存の社員研修等の活用ということで、会社は定年を迎

える人達に対しても研修するというのが入っていたと思いますが、そういうところで、

定年を迎える人達に対する研修の中に入れていくのも大事なのかなと思います。職域講

座の中で、社内報などに認知症に関する啓発記事の掲載をお願いすることも１つあると

思って読ませていただきました。教材も単に子供に限らず、高齢者やヤングオールド向

け教材の開発も必要かと思います。 

他に何かに何か御意見ございますか。 

 

（今川委員） 

どこが効果的かというと、実際に困っている事例があるところかと思います。マンシ

ョン管理組合のネットワークで、認知症の予防のいろいろな講座をやるとか、動きがあ

るということを聞きましたが、そういうのもいいと思います。 

実際に困ったことはないですかというようなところから。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

住民講座的なマンションの管理組合と地域の住民と一緒に考えていくということで

よろしいでしょうか。 

一戸一戸のマンションに対してするのでしょうか、ちょっとイメージがわかないので

すが。 

 

（今川委員） 

一戸一戸のマンションもありますし、それを仕事とされているマンションの管理組合

会社とかありますよね。派遣をされているところの方を教育するというのはどうでしょ

うか。 

 

（助川会長） 

そうすると、６ページでいいますと地域の企業に向けてみたいな形ですね。そういう

管理などをやる企業ということですね。わかりました。 

ほかに。 

 

（山尾委員） 
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私は、県の生涯大学校に４年間いましたが、毎年１,２５０名位が卒業されます。 

カリキュラムの内容は、まったく考え直しませんと。ここに認知症のサポーターを養

成するのが一番手っ取り早い。なぜここをそのままの状態にしているのかよくわかりま

せん。 

せっかく県でやっていることだし、今度、指定管理者制度で変わったかどうか分かり

ませんが、変わらないといけないと思います。 

もう１つは、社協で取り組んだらいいと思います。全国社協がありますから学校ぐら

い経営できるんじゃないかと思っておりました。 

いずれにしても、ますます高齢化になるわけですから、これを元気高齢者に、みんな

趣味の活動ばかりなんですね、サークル活動、私はビックリしました。なぜこんな無駄

な税金の使い方をするのか不思議でしょうがないんですが。 

まずは、ここで一石を投じるならば、カリキュラムに智恵を搾り出して、それが一番

早い。 

それから、もう１つはその構成員である老人クラブ、全部で８００万人いるといわれ

ていますが、千葉にも２０万人はいるはずです。この元気高齢者は、まず全部予備軍で

すから、どちらにしても、この方々をどう教育するかで千葉県はガラッと変わってしま

うような気がしてなりません。 

その辺の連携を上手に県が指導されたら、あるいは、市町村と一緒になって連携を深

めたら、特に社協に、連携を深めたら効果的な活動に繋がると思います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

実際的に県の生涯大学校の内容というか、その前にちょっと永島さんが手を上げてい

らっしゃったので。 

 

（永島委員） 

私たちはプロではありませんから、介護体験を語る、みたいなことと、認知症に関す

る基本的な自分たちが知っている現場のことを交えて話しています。それで今までにど

んな認知症関係の講座などを公民館、社協、生涯大学校とかそういう公的なところでど

の程度やっているのか調べられたらいいと思います。かなり難しい注文でしょうか。結

構、単発的にいろんなところでやっていて、それがまとまっていないので、それが県内

で分かったら、無いと言いながらやっているのかなと思っていますので。 

 

（横尾室長） 

たとえば、公的な社協などは調べられますので、聞いてみたいと思います。 

先ほど生涯大学校の話がありましたが、現在、認知症サポーター養成講座について、

生涯大学校とどういうことができるか話をしております。 

 



 - 11 -

（永島委員） 

県の生涯大学校は、今日は欠席ですけど、酒井さんが、去年行って、介護体験を話し

ていました。それから、千葉市の生涯大学校は、私も何年か行かせていただいています。

だから、やっているところもあると思うんです。 

 

（山尾委員） 

生涯大学校のことですが、卒業生を対象に卒業時にどういう活動をしているか、調査

したことがありますが、この追跡調査をされている大学は、４７都道府県の中で兵庫県

しかないんです。千葉県では、１,２５０名の卒業生の方が、どんな活動をしているか

という追跡調査をしていないんです。 

千葉県は、２番目に古い歴史のある大学なんですから、千葉県はやっているのかと思

ったら一切やっていない。私はそういう意味で、卒業生で調査をやって、県の人材育成

作業部会に出したことがあるので、たぶんあると思いますが、実は、さびしい限りです。

ですから、ここで皆さんが提言されたことをどんどん入れていくと大変な福祉の力を発

揮すると思います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。具体論に入ってきておりますけれども。 

 

（滑川委員） 

地域包括支援センターでは、市役所で出前講座というものがあって、いろいろな行政

のサービスを知りたいという講座の位置づけの中に、認知症サポーターの出前講座を設

けたいと企画しています。 

今、私自身が思うのは市役所の一般行政職員の方々で福祉の関係の業務に携わった方

は、認知症のことはある程度関心があったり、職務上関心を持たざるを得ないですが、

それ以外の一般行政職員の方は、認知症講座をやっても皆さん参加されない。だからま

ず、一般行政職員の方に勉強してもらいたい。 

それから、各病院の職員も、やはり、認知症に関わる専門の看護婦さんなどはある程

度ご理解いただけますが、そうでない部門は、単科、単科になってしまっています。本

当にサポートする立場の方々がわかっていない部分もあります。まず、身近に市民が関

わるところの灯台下暗しの場所に、職域としてぜひアプローチしてもらいたいと思いま

す。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

今のテーマの認知症サポーター養成講座の展開方法で、いろいろな職域の部門が出て

きまして、これも事務局の方で検討いただいて、そういうところを入れていただければ

と思います。 
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それと、調査事項ですが、永島委員の方から提案がありましたので、調査の内容をで

きる範囲で結構ですので、次回までによろしくお願いします。 

 

（土屋委員） 

実は、今日ここへ来る前に、関係各課と認知症の話をしたんですけれども、客体、対

象の話ですが、場合を分けて、効果的な一石を投ずるという大変貴重なお話がありまし

たが、それに応えるために、そのケース、ケースを考えて誰にやったらいいのか、たと

えば、徘徊を見つけるためには誰にやったらいいのか、郵便局とか営業職員の方とか、

目的が何のために誰にやるのか、発見するためには誰にしたらいいのか、それぞれ役割、

目的が違うと思います。それによって、認知症の知識の普及の仕方というのは、おのず

と変わってくるので、ケースを分けた中でやった方が、効果的なのかと思います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

 

（鈴木委員） 

先ほど議論の出ました社協ですが、千葉市の地域福祉フォーラムに参画しているわけ

ですが、ここでは地域のテーマを分けて自助・共助の部分に焦点をあてていろいろやっ

ている。ところが、社協も、千葉市のスタッフも入っていますが、認知症の話は考えて

みればあまり出ていない。私もある意味言っていないので同罪なのかもわかりませんが、

ある意味で、市の公のフォーラムで出てこない。積極的な意見が出てこないというのが

一点。 

それと、社協、地区部会が地域の福祉について、発言力とある意味での実行権を握っ

ている。自治会長も社協の地区部会長も来て、その人たちがキーマンになっている。そ

ういう人が、今までのやり方で行くんだというある意味既得権的な部分もあって、新し

いことを言うＮＰＯやケアマネさんもいますが、最終的には、その社協の地区部会長が

キーになって、そこが動かないと実際には動けないんだというところにぶち当たって、

結果あまり変わらないという話が出ている。 

ですから、認知症サポーターの方がどの程度活動しているのかわかりませんが、地域

に根付いてやっていくためには、社協の地区部会、自治会、そういうところにかなり根

回しや働きかけをしないと、実際の運動においてあまり効果的に動けないということに

なるというふうに思います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

今、鈴木委員の方から実際に活動するときの気をつけなければいけないポイントとい

うところが出てきましたし、新しい活動をするときにはこういうことに考慮するという

ようなことが、この取組の中に含まれてくるのではないかなと思います。 
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鈴木委員の前に土屋委員の発言の中で、１つキーワードだなと思ったのは、サポータ

ー養成講座の対象者に対して、たとえば、ＳＯＳネットワークに関係する人達は、徘徊

とはどんなことがあるのか、少し認知症のタイプに分けて正確な理解をしていただく研

修の必要性が出てきたと思います。 

教材のこととか、サポーター養成のことはこれで終わりにさせていただいて、御意見

がある場合にはメールの方でやり取りさせていただきます。 

その他の啓発方法ということですが、今話されている内容がその内容も含んでいろい

ろ議論されていたというように理解していいのかと思います。 

次に、啓発活動の中で、永島委員の方から資料をいただいていますので、メモリーウ

ォークについて御説明をお願します。 

 

（永島委員） 

メモリーウォークという言葉自体が耳慣れないと思いますが、ここに書いてあるとお

りです。世界アルツハイマー病協会（ADI）という組織があり、そこに日本の「認知症

の人と家族の会」も加入しています。’８９年にアメリカではじめてメモリーウオークを

行いました。ヨーロッパではあまり盛んじゃないそうですが、民間団体なので資金集め

のために始まったことですが、これを日本版で応用したらいいのではないかと思います。

これはインターネットから出した写真です。 

メモリーは記憶のことではなくて、記念という意味で、ほかのイベントなどでいろん

なことの啓蒙啓発のために、手段としてやられていることが多いようですが、一番有名

なのが、このメモリーウォークです。 

そもそも提案する予定ではありませんでしたが、事務局とお話している間にだんだん

私のイメージが膨らんできまして、千葉県で実施する場合を想定してこんなことを書き

ました。Ｑというのは事務局からの質問で、Ａはそれに対する私の回答です。 

少し読み上げてみますと、もし、千葉県で実施するとしたら、資金集めとかそういう

ことじゃなくて、むしろ、行動型タウンミーティングのイメージとして最後の方でそこ

にたどり着きまた。 

ウォーキングですから、歩け歩け運動みたいなものをイメージしていただいたらいい

と思います。その目的が歩くいうのは、健康、介護予防になるし、歩くことは脳の活性

化になり、強いては認知症の予防になる、ちょっとこじつけかもしれませんが、元気な

高齢者も含めて啓蒙啓発に役立つというようなことで、千葉県高齢者保健福祉計画を参

照してください。 

それとともに、もしかしたら認知症の始まりではないかといういわゆるグレーゾーン

の人達や体は元気な認知症の人、そういう人達の参加できるような機会にもなればいい

と思います。 

資料３に全部書きましたから、お休み時間に読んでみてくだい。 

結論として、言うのはたやすいけれども、どこでやるのかということですが、タウン

ミーティングというのは実行委員会形式で今までやっていましたけど、この認知症対策
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研究会が実行委員会の主体になったらどうかという案を私は出しました。これは、直接

皆さんの身に降りかかるので、読んでよくご検討ください。 

 

（助川会長） 

ありがとうございます。 

永島委員から提案的な発言がありまして、今から１０分休憩時間をとります。 

その間に永島委員の資料を読んでいただきたいと思います。 

 

    －－－ 休 憩 －－－ 

 

（助川会長） 

では、再開します。 

メモリーウォークに関しまして、このような活動で皆さんにアピールするものです。

ここでやるかどうかを決定するわけではありませんが、このような行動の仕方もあると

いことを御承知していただき、また次回ぐらいまでにでも検討いただき、この研究会で

もできることとしての１つの御提案でした。 

続きまして、前回から意見が多く出されました認知症の検診制度について、事務局か

ら御説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 検診ということで、まず介護保険制度における生活機能評価について御説明します。 

資料３の１３ページを御覧ください。基本健康診断については、老人保健法で４０歳

以上の方が毎年受けることになっており、１８年度、形態は変わっていませんが、６５

歳以上の方は１２ページにありますようにチェックリストを含めた生活機能評価を行

います。具体的には１３ページのチェックリストを実施します。これは、本人が思って

いるとおりに書くということで、本人の意思により記載することになっています。各項

目は、運動機能、口腔、栄養などにそれぞれに対応し、このチェックリストを基にして

特定高齢者を決定していくことになります。 

１３ページのチェックリストの中の１８、１９、２０項目が認知症の項目になります。

本人がこの項目について「もの忘れがある」ということになれば、「認知症の気がある」

と市町村等が考えていくことになります。 

このリストは、最終的には特定高齢者の判定の 1つの資料として使うわけですが、留

意していただきたいのは、１８、１９、２０だけが該当しても、他の要件が該当しない

と、特定高齢者とはいえません。特定高齢者の候補者の決定については、６ページの記

載のとおり、たとえば、a ですと「１から２０までの項目のうち１２項目以上に該当す

る者」となっており、これに該当して、１８、１９、２０に該当すれば、介護保険の特

定高齢者施策の対象者となります。ただし、ならない方につきましても、１５ページに

ありますように「認知症及びうつについては、特定高齢者の該当しない場合においても、
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可能な限り精神保健福祉対策の健康相談等により、治療の必要性についてアセスメント

を実施し、適宜、受診勧奨や経過観察等を行う」とありますように、市町村ではバック

アップを進めていくことになります。 

続いて、認知症検診制度について、２及び３の概略説明をします。 

まず、御存知かとは思いますが、一応、認知症のスクリーニングテストやチェックリ

ストをざっと列記し、それぞれのチェック項目は、１６ページ以降につけてあります。 

高齢者保健福祉計画の中で、「だれでもできる認知症診断チェック表の作成・普及」

は取り組む事業の一つとして掲げられているものです。 

次に、群馬県のもの忘れ検診について、今年３月に、群馬県もの忘れ検診事業プロジ

ェクト委員会から送られた資料で、３１ページからになります。流れは、３４ページに

ありますが、６０歳以上を対象に、１次スクリーニング、この時４８ページにある「脳

の健康チェック表」を事前に配布し、記入したものを基本検診会場へ持って行き、５項

目以上陽性の場合、二次スクリーニング、ＭＭＳＥを保健師等の専門職が実施、その陽

性者は、かかりつけ医を受診、かかりつけ医は、専門医に鑑別診断あるいは介護への紹

介等を行うというものかと思います。そして、平成１５・１６年度の実際の結果が３９

ページに出ています。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。続きまして、安田委員から、資料提供がありましたので、御

説明をお願いします。 

 

（安田委員） 

 前回の提案をこのように取り上げていただきありがとうございます。まず、市原市に

６月に提案した認知症検診制度開始の要望書を１枚目につけてありますので後で御覧

ください。 

今まで、チェックリストはたくさん出ています。実際になぜ早く連れてきてくれなか

ったかを聞くと、御家族の方は、「確かにもの忘れはあるけど、年相応だと思った」と

か、物を探せなくなったりしないか聞くと、「家の中がごちゃごちゃしていますから」

とか言われます。おそらく本人が最初に気づき、次にお嫁さんが気づくと思われますが

立場上言えない、息子はなかなか認めたがらない、連れあいは、愛情を持ちすぎて「私

がずっとみる」ということがあります。このようにチェックリストだと自分で言い訳が

入りますから、私は客観的な簡単な検査が一番いいと思っています。要望書にも書いて

ありますが、あの３項目ではとても早期発見できるとは思えないので、それに１、２枚

の簡単な検査を付属させればよいと思います。群馬の制度が一番良くできていると思い

ますが、問題は、ＭＭＳＥを使っている点です。 

具体的にどんな検査をすれば良いかですが、まず、長谷川式で３０点満点中２０点以

下が認知症といわれていますが、他の検査で認知症とわかった軽度の人でも、２８点ぐ

らい取れてしまうのでとてもお勧めできない。ＭＭＳＥは、例外はありますが、長谷川
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式より点が甘く、長谷川式が２２点なら、ＭＭＳＥは、２５、２６点取れます。６５歳

以上のどうみても認知症という人を検出するにはいいかもしれませんが、５０代で自分

からおかしいと言ってきた人にはまず使えないと思います。 

２枚目の資料を見てください。今まで当院でやってきたのは、長谷川式、ＭＭＳＥ、

かな拾い検査、記銘力検査の４つ、それから場合によっては失語症検査とうつ病の検査

を行います。一番いいのはかな拾い検査です。その理由は、長谷川式が２８点取れても、

かな拾い検査では、急に悪くなり、５点、６点、ひどい場合は０点という人もいます。

文章を読んで「あいうえお」があったら丸をつけるだけなのですが、ただ単に読むだけ

なら読めますし、丸をつけるだけつけられますが、２つのことを同時にすることが難し

いので、いい検査だと思います。資料の下の方に健常者の結果が出ています。実は、以

前、生涯大学校でやったところ、非常に活発な人が多いせいか、これよりもはるかに良

い結果でした。だから、この数字は、たぶん認知症の人が入った数字だと思いますので、

まだ甘いと思います。 

この中で何を１つ採るかというと、かな拾い検査が一番いいと思います。これは２分

間でできます。ただし、若年の人は、長谷川式、ＭＭＳＥ、かな拾いもＯＫという人が

います。しかし、記銘力検査では検出されます。 

記銘力検査は２つに分かれていて、有関係対語試験と無関係対語試験があります。有

関係対語試験を３回繰り返すと、下に結果がありますが、６８歳の健常者の平均は１０

点。次に無関係対語試験になりますとこれは関係ないから覚えにくく、これを３回繰り

返すと、平均４、６点でかなり難しいですね。ですから、５０代で自覚があって他では

わからなかった人でもこれで全部見つけられました。見落とした例はないと思います。

ただし、結構難しいので、これを６５歳以上の人にやるかどうかが問題です。１つのア

イディアとしては、例えば、６５歳以上の人にはかな拾い検査、それ以下の人にはこち

ら、できれば両方やってもいいと思いますが、こちらは６５歳以上の人はかわいそうと

思います。ただし、やり方が不自然なわけです。検診の内容としては場にそぐわないと

いう気がします。 

もう１つ、軽度の記憶障害をよく検出できる方法があります。２０歳くらいで、交通

事故で頭を打って、その後、記憶もそう悪くないが、ただ仕事でトラブルを起こし、す

ぐ仕事をやめてしまう例があります。こういう方の検査では、ウエクスラーメモリース

ケールというアメリカの検査を使いますが、これは詳しく難しい検査です。その中に物

語の記銘検査があります。「私は、昨日、大阪で強盗に襲われ、５００万円を奪われ、

警察に行って届け出て、・・・」というような文書を読み、終わったらその内容を質問

するものです。これなら４００字くらいの文章なので、ものの１分ぐらいで読めるし、

その後紙を伏せるか捨てるかして後でどういう話かを聞くか書いてもらうわけです。こ

れなら軽い人でも検出できます。 

かな拾い検査で２分、または１分でもいいと思いますが、それとこちらの検査で２，

３分、合計５分くらいでできます。実際これそのものを使うと著作権上問題なので、例

えば、似たようなものを作るとかします。検診では２０分や３０分はかけられないと思
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いますので、５分以内で、しかも紙２枚ぐらいを追加するだけでできると思っています。 

後ろの資料は、３年位前のもので、痴呆ケア学会の資料です。群馬、盛岡の例が出て

います。見てみますと、若年の人用には内容的に甘いように思います。例えば、群馬県

のさいころみたいなものを書く検査がありますが、軽い人は書けます。これをこういう

透明なさいころにすると、結構難しいので、こちらのほうがいいと思います。せっかく

やるのなら、単に真似するのではなく、より検知効果があがるものがいいと思います。

他の県にも見本を見せられるようなものができるといいと思います。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。認知症の検診制度の千葉県のオリジナル版を作って、でき

るだけ早期発見をしていこうという取組を項目に入れて、実際こういうことができたら

いいということまで含めて検討していきたいと思います。 

今の事務局、安田委員の説明に関して、御質問、御意見等何かありますか。 

私は、この検診の説明だけで自分がやったらどうなるかと思うとドキドキしまして、

楽しんでやれる状況で検出できるチェックリストになるといいと思います。 

 

（鈴木委員） 

 安田先生にお聞きしたいのですが、今、脳検診の無関係対語試験とか結構難しいと思

いますが、例えば、認知症度０というような人が先ほどのいろいろな検査でどのような

の点をとるのか、それと、健康診断で加齢による変化だから、年相応という表現があり

ますが、脳においても年齢に応じて標準偏差内に入っているというようなデータはあり

ますか。 

 

（安田委員） 

 かな拾い検査は、そこにありますように標準偏差はあります。例えば、７０歳の方な

ら平均２２点。単純に考えると１２点から３１点くらいは正常とすると、１１点以下な

ら年のせいではなく病気であろうといえます。確かに実際にここから離れている人が結

構います。それは、ＭＭＳＥや長谷川式はＯＫで、かな拾い検査ですとこの標準偏差以

下という人が結構います。 

 

（鈴木委員） 

 どれが正しいデータなのかが難しいと思います。先生の説明を聞いていますと、あれ

をやってよかったけど、これをやってどうか、というようにどこかでひっかかるように

もっていくというように感じられましたが、受ける方からすれば、長谷川式でよかった

ので安心しても、長谷川式は信用できないからもう１つこれをやってみたら悪いかも知

れないということになると、何を信じたらいいのかわからない。どこかで誰かひっかか

るんじゃないか。そういう意味でほんとにパーフェクトな人はどこまでいい点が取れる

のか、例えば若い人で、東大に入るような人でやったらどうなのか、比較論においてど
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うなのか、そういうことではどうでしょうか。 

 

（安田委員） 

 記銘力検査は、サンプルが少ないので、私も不安なところがあります。ただかな拾い

検査は確か１,５００名から２，０００名と結構広い範囲でやっていますし、実際やっ

ても納得できるものです。いろんな検査をしてあえて趣味で、悪いところを引っ掛ける

というわけではなく、検査に来た以上は多方面から検査して、結果は、ここがおかしい

ですよと、点を見せて正確に伝えています。そうすると、検査に来た人の中には他では

わからなかったが、やはり悪かったということを納得します。逆に、そこからどうした

らいいかをお互いに相談していきます。決して、あらさがしをしているものではありま

せん。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。安田委員の御説明は、こういうテストは特徴があって、重度

の状態、それともまだマイルドな状態のときから判断できるのかそういうテストの特徴

の説明というふうに御理解いただいたほうがいいと思います。私たちが検診制度を項目

に入れるのは、早期発見をいかにやるかが１つのテーマで、できるだけ早い段階で対応

できるようにするためです。 

 はい、滑川委員どうぞ。 

 

（滑川委員） 

 検診制度をいつするかということだと思います。専門職がする検診制度だと受診につ

ながってからおこなうと思われます。それよりは、専門職でなくても自分がチェックで

きるということが、最初に私が提案したときに思っていたイメージです。群馬県の資料

で５０ページに脳の健康チェック表がありますが、この質問には、こういう意味づけが

あることが次のページにあります。意味づけを持って、もっと手軽に、早期発見に主眼

を置き、身近でできるようなチェックリスト的な意味合いを持っていましたが、そこを

検討したらいいと思います。 

 

（安田委員） 

 群馬では、集団検診と個人検診があります。私が提案したものは保健師さんなど、簡

単にできるやりかたで、誰がやっても出るので、最初に病院以外のところでできれば気

軽にやったらいいと思います。採点も誰がやってもできると思います。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。滑川委員のおっしゃるように「いつ、誰が、どのようにやる

のか」を含めて、検討していきたいと思います。 

 でも時間が過ぎておりまして、申し訳ありませんが、また、御意見等メーリングリス
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トの中で集約していきたいと思います。 

 その次に、資料１の認知症相談体制の整備の中に、身近な相談窓口の明確化と認知症

支援チームの養成ということで、ぜひ検討していくといいかと考えています。 

 本人や家族がちょっとおかしいかなとなった後で、どのようなサポートをしていくの

かが大事なポイントで、おかしいとなった後で、地域の中でぽつんとなりますと、本人

も家族も不安になります。そこで認知症支援チームが必要かと思います。これは、２番

目の「必要なときに最良の医療・ケア・支援が受けられるネットワークづくり」とも絡

んできますが、地域で誰に相談に行って、どのようなチームでサポートしてくれるのか

がなかなか見えてこないので、この認知症支援チームを養成して、それぞれの地域にで

きてくるといいかと思い提案しました。 

認知症支援チームのアイデアは、イギリスの地域の中で行われている例で、精神科の

ドクターやＧＰ、これは、身近なかかりつけ医ですが、それから専門職に、認知症のケ

アのリーダーとかが入ります。そして、私は、千葉県版としては、この中に家族のピア

カウンセリングの役割を果たしていただける方がいると、家族の方が悩んだときにサポ

ーターになると考え、１つ提案したいと思います。 

今、国の制度で、サポート医研修をしています。この研修を受けたサポート医が、地

域のかかりつけ医に認知症のケアの研修をしていきますが、ぜひ、サポート医によるか

かりつけ医の研修に、私たちもいっしょに教えていただけるような研修になると、地域

の中で、医療と福祉と地域の連携になってくると思いますので、千葉県の中でもできた

らいいと思います。 

次回、国で考えています、かかりつけ医が参画した早期からの認知症高齢者支援体制

がありまして、中心になっているのがサポート医、かかりつけ医、地域包括支援センタ

ー、ケアマネですので、こういうものをとり入れて、構想できたらと思います。 

今日予定されました議題は以上ですが、その他何か御提案等ございましたらどうぞ。 

 

（永島委員）   

 医師会の取組を教えてください。 

 

（宮地委員） 

 現在、医師会は、認知症については、一昨年でしたか、認知症の相談・診療の医療機

関を各地区から手をあげてもらい、認知症のかかりつけ医として、医師会から公表して

います。ホームページにも掲載していると思います。それから、各地区の医師会では、

自ら主催して市民講座を開いたりしています。また、市町村が主催する講座に講師とし

て派遣しています。 

 

（助川会長） 

いろいろ皆様の御意見をいただきますと、それぞれの団体でいろいろな取組をしてい

ることがわかります。ただ、残念なことに、それぞれスポットとしてはありますが、有
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機的に連携していないというのが見えてきたと思います。それぞれが取り組んでいるも

のを連携して、目に見える形のシステムを作っていければ、いまやっていることも上手

に活かしていけると思います。 

 それでは、次回について、事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

 次回は、９月１１日の月曜日、この会場で６時半からになりますのでよろしくお願い

します。 

 

（助川会長） 

永島委員のメモリーウォークという面白い提案をいただきましたので、こうなります

と、この委員会も行動する委員会になると思いますので、皆様の御意見をいただきなが

ら、可能かどうか検討していきたいと思います。 

これで第２回の研究会は終わらせていただきます。ありがとうございました。 


