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第８回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年１１月２７日（月）午後６時３０分から８時５０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、酒井委員、 

鈴木委員、小林委員、滑川委員、浜詰委員、平野委員、仲野委員 

宮地委員、安田委員、山尾委員 （以上１５名） 

      （欠席：黒田委員、高井委員、土屋委員、出口委員、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 認知症高齢者支援施策 

２ 施設のあり方研究会の「第３回事前準備会まとめ」 

３ 各委員からの提案書、参考資料、冊子 

等です。 

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。これで８回目になるということでかなり形が見えてきたと思います。

前回、前半の１時間を使って、体系的なところを議論し、それを手直ししたものがあと

で出てくると思います。 

それでは今日の議題に入ります。 

まず、前回お話のありました施設のあり方研究会について事務局の方から御説明願い

ます。 

 

（事務局） 

施設のあり方研究会の進捗状況について御報告します。第３回事前準備会まとめを御

覧ください。 

７月１４日に研究会が立ち上がりまして、全体会の後でそれぞれのグループに分かれ

ました。施設のあり方にどう取り組んでいくかということを、雑多にならないように方

向性を示すワーキンググループをつくり、論点を整理しようとしたのが事前準備会です。

事前準備会は、委員２４名のうち９名の方にお願いして３回開催しました。そして研究

会の方向性を整理したのが、お手元の第３回事前準備会まとめです。 

一つめは、地域の拠点としての施設のあり方、具体的には、①保育園や小・中・高・

養護学校も含めて学校が終わってから集まった子どもたちと上手に交流が図れるなど、

地域との交流がある施設、②人が集まる施設機能や資源を持つ施設、③地域の人々が自

然に集まり、相互理解ができる施設、こういった地域の拠点としての施設のあり方を研

究課題の一つとしようということになりました。 
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二つめは、施設ケアのあり方、①その人の生活が継続されるための生活支援、②その

人らしさを支える個別ケア、三つめとしては人材育成で、①専門職の育成、②中堅職員

の育成や外部研修・内部研修のあり方です。論点として準備会で整理されたのがこの３

つのテーマです。９月２０日の全体会議において、このテーマが承認されたものです。 

ただ、人材育成については、地域の拠点としての施設のあり方を検討する過程で関係

してくるし、施設ケアのあり方を検討する過程でも関係するということで、１と２のテ

ーマに吸収させまして、２つのテーマで検討していくこととしました。 

そこで、施設のあり方研究会を２つのグループに分けました。一つは、地域の拠点と

しての施設のあり方グループで１３名、もう一つは、施設ケアのあり方グループで９名

で構成しています。 

終的な着地点としては、まだ構想の段階ですが、１９年度はこれらのテーマに基づ

いて、具体的にいくつかの施設でモデル事業を実施できればと思っています。したがい

まして、モデル事業のためのプログラムを作って行こうと取り組んでいるところです。 

１０月１１日、２５日、１１月９日、２０日、計４回、プログラムづくりに取り組ん

でおります。１２月に２回開催する予定で、プログラムの骨子、素案ができるように取

り組んでいます。 

プログラム内容については、まだ検討が終わっていませんが、施設ケアのあり方につ

いては、ケアプランの基本となる入所者の２４時間シートを活用するため、技術的な職

員の育成も含めて、プログラムという形で整理し、これを踏まえて１９年度のモデル事

業として取り組んでいきます。 

地域の拠点としての施設は、施設の持つ経験、知識、技術を地域の人にどう還元する

か、具体的には相談事業や家族への介護教育、学校関係への介護の情報・技術を広めて

いくということになると思います。 

また、施設の場、機能をどう地域に提供するか、１つは地域との交流としてのボラン

ティアの受入、そういった地域の拠点として施設があり続けるための仕組みづくり、地

域連絡協議会という仕組みを作っていくために施設として何をすればよいか、そういっ

たプログラムにまとまっていくと思いますが、まだ検討し始めたばかりなので、具体的

なものはこれからです。 

以上、施設のあり方研究会については、二つのテーマに沿って１９年度のモデル事業

に向けたプログラム作りを進めているという状況です。 

 

（助川会長） 

 もう一つの研究会が柱を立てて、それに向けてのプログラム作りが進められていると

いう御報告をいただきました。当然、高齢者福祉の分野で、地域の拠点としての施設の

あり方と施設ケアのあり方という２つの柱は、私たちの認知症対策研究会が考えていか

なければならないものと連動していきますので、今、もうひとつの研究会がなさってい

ることを頭の中にきちんと整理していきながら、私たちの研究会の中にも役立てていけ

たらと思います。オーバーラップする部分がかなりあると思いますので、その部分をど
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う連携していけばよいのかを考えていかなければいけないと思いました。 

 特に、施設のあり方の中で、ケアプランのあり方とか、その人らしい生活をというの

は、認知症の方は自分では意見が表明できないということなので、その部分を、尊厳を

持った対応ができるようにということをこちらの研究会の方からも提言していかなけ

ればならないと思います。 

 もうひとつの研究会の現状の御報告については、皆様への情報提供ということで終わ

りにさせていただきます。 

 では、今日の具体的な検討に入りたいと思います。 

前回、皆様から御意見をいただき、この体系図のところは少し手直しがされています。

前回じっくり時間をかけて議論しましたので、今日は、前回の議論が生かされているか

どうかの確認をしていただき、それでよければ次に進めたいと思います。いかがでしょ

うか。 

体系図の裏側に、前回お示しした施策に関係している柱を手直ししてあります。◎の

ところが、委員の皆様から御意見をいただき、新しく施策の中に盛り込もうとしている

部分です。ですから、○が今までにあったものをきちんと位置づけして、それに基づき

◎を付け加えたと御理解いただけたらいいと思います。 

 今回、当研究会から出していく施策提言に関しましては、大きく５つの柱になると御

理解いただきたいと思います。正しい理解の普及、早期発見・早期対応、相談体制の整

備、権利擁護体制の充実、人材育成という柱です。 

 正しい理解の普及のところは、地域住民、子どもから大人まですべての方たちに対し

て正しい理解をしていただこうということで、子ども用教材が新しい施策に入っていま

す。それ以外はパンフレット等の作成配布やビデオの制作、メモリーウォークなどを一

つのキャンペーンとして行なっていこうというものです。 

 早期発見・早期対応のところで一番大きいのは、予防の事業と健診の部分です。予防

の事業と健診の中で早期発見体制がとれないかということです。 

 それから相談体制の整備では、身近でいかに相談をすることができるかということを

中心に書いておりまして、相談が縦割りにならずに、関係者との連携を含め、合同研修

会をやっていくことや、認知症の人同士の交流の場等を含めて相談をもう少し連携して

いき、それからホームページの立ち上げと、認知症支援チームという体制で地域で機能

的に動く相談活動をやっていこうという考えです。 

 権利擁護体制ですが、いろいろな体制がありますけれども、成年後見制度をきちんと

周知して、そして高齢者虐待防止対策も大事なポイントで、虐待防止ネットワークを市

町村に作っていかなくてはならないとなっていますから、そこが機能的に動いて、役割

を果たしていけるようにということを考えていきたいと思います。 

 後に、人材育成のところが入ってきます。これはもうひとつの施設のあり方研究会

と連動してくると思いますが、特に、この人材育成は認知症に関しての人材育成をこの

研究会では考えていくことになります。そうなりますと、ＳＯＳネットワークや権利擁

護ネットワーク等のところで必要になってくる部分ですね、行政や関係機関それから福
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祉専門職の認知症に対する理解等の研修を含めて、ケアの質を上げていこうということ

です。 

 

（滑川委員） 

 施策の５本の柱のところですが、権利擁護体制の充実のところで、成年後見制度の周

知となっていますが、体系図のほうには周知・活用となっているので、周知だけではな

くて、活用も入れていただきたいこと、それから第三者後見人の養成は、今回、皆さん

の協議の中で出てきたものなので、こちらのほうは◎の扱いでお願いしたいと思います。 

 

（助川会長） 

 はい、そうですね。他の委員の方、何かありますでしょうか。 

 

（安田委員） 

 表の図ですが、地域医療支援体制のところで、専門医、サポート医、かかりつけ医の

ところに、今はあまりやっていませんが、今後やってほしいという希望と、実際やって

いくべきと思うので、リハビリセンターあるいはリハビリ医を加えていただけるとあり

がたいのですが。 

 

（助川会長） 

 どういったものがよろしいでしょうか。リハ専門職とかリハ専門チームとか。 

 

（安田委員） 

 リハビリチームぐらいがいいと思います。 

 

（助川会長） 

 私も今回デンマークに行って、リハビリ、やはりセラピーがすごく進んでいることを

見てきまして、日本はそういうところで遅れていると思いました。 

では、リハビリチームをこの医療の支援体制の中に入れていただくということでお願

いします。 

 他に何かありますでしょうか。また、御意見がありましたら、メールでいただくとい

うことで、このことについては、これで終わりにさせていただきます。 

 それでは、今日の本題に入らせていただきます。今回は大きく３つのテーマに絞らせ

ていただきます。 

まず、認知症予防です。認知症予防というのは皆さん非常に興味を持っているところ

で、どのような形で施策の中に考えていくか、いろいろな方から資料や御意見をいただ

いておりますので、順番に説明をしていただきたいと思います。 

初に、鈴木委員からお願いいたします。 
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（鈴木委員） 

 認知症予防ということで、前回、東京都老人総合研究所のプログラムを紹介させてい

ただきましたが、同時に配付された資料の中に各地区の取組が記載されておりまして、

結構同じような内容でやっているように感じました。 

これらの内容の分析、分類を行って、他の例示も補完して併せて検討し、県として推

奨できる認知症予防活動プログラムを作成して、これを推進するということです。スタ

ンダード版の認知症予防プログラムができるかわかりませんが、要素としては、脳トレ

的なものと運動を取り入れるのが共通項みたいなもので、その辺を柱にして、評価も含

めて、推奨プログラムをできるだけ作ってこれを推進していく。推進に当たっては認知

症サポーターとか地域住民の社協地区部会とか自治会とかそういうところに下ろして

やっていくと、実際に現場に根付いた活動になるのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

 次に、今川委員からお願いします。 

 

（今川委員） 

認知症予防について、どこまでの具体案を提案すればいいかわかりませんでしたが、

一つ思いましたのは、正しい理解の普及の中の認知症サポーターの養成を活用するとい

うものです。国の認知症サポーター１００万人キャラバンというのがあって、それが国

から発信されて県を介して今、市町村で行われています。 

私も江戸川区内にある地域包括支援センターが開催したサポーター養成講座に参加

しましたが、終了後、これから何をしたらいいのだろうという話がありました。国は自

分たちのできることからやってもらったらいいと、そのための理解のお手伝いにこの養

成パンフレットを使ってくださいといいますが、実際に活用ということでは、そのサポ

ーターの方々をどう地域の中に根付かせるかということも考えていかなければいけな

いと思います。 

実際にサポーター養成講座に参加された方々というのは、介護家族の方もいらっしゃ

いましたし、町会、婦人会、老人会の方もいらっしゃいましたし、ヘルパーさんもいま

した。千葉県では生涯大学校や福祉教育推進校で行われているということで、とても多

様ですが、この中に認知症予防ということに関しては、予備軍にあたる年齢の方とか、

年齢を問わず認知症予防に関心を持って参加されている方もいらっしゃると思いまし

た。 

そこで調べてみますと、練馬区では、区民とともに進める認知症に向けたまちづくり

が１７年度から行われております。その資料がこれです。区民の中から認知症予防推進

員というものを募って、その方々に５日間の講座を実施します。具体的に活用というこ

とに関しては、まず実態調査をしていただいて、１年間いろいろな声をキャッチし、そ

れを次年度には報告という形で区の認知症予防についての講演会で区民の方にお知ら

せします。 
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私が注目したのは、認知症予防推進員の方が、地域まつりや区民まつり等の中に出向

いて、認知症予防の出前講座をやったり、体操教室をやったり、認知症に関する劇とか

歌とかを自分たちで考えて披露されているのが今年でして、来年度には認知症予防推進

員を４００人作ろうという計画で、その方々でミュージカルをやろうということにまで

なっているそうです。このようにサポーターをどう根付かせていくかが大切なことと思

います。 

千葉県においては、専門的な人が集まって基本チームを作って、認知症予防推進員を

養成するようなことを具体化していってはどうかと思いますが、資料の中の千葉県の展

開案は、あくまでも個人的な意見です。 

後に、今、団塊の世代の方々は社会的役割を求めており、その方々の持っている人的

ネットワークは使えると思うので、そのネットワークを生かして、地域の認知症予防に

このように活用してほしいといったヒントを投げかければどんどん広がっていくと思

います。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。ではもう一つ認知症予防のところで出てきている資料が千

葉市政出前講座についてです。今日は土屋委員が欠席となっております。 

資料をご覧ください。まず、１で認知症についての理解について記載しています。認

知症とは何か、次に正常な物忘れとの違いを明確にし、３番目に早期発見し、診断を受

けて認知症の人がいらしても関わり方を上手にやりましょうというのが次の（４）です。   

２の項目のところに認知症を予防しようという記載がでてきております。まず、（１）

適度な運動（２）頭を使う生活（３）バランスのよい食生活（４）日常生活を活発に、

です。予防の観点も出前講座の中に入れていらっしゃるということです。 

そのあとに認知症高齢者に対する千葉市の事業説明があり、その次に一番わかりにく

い成年後見制度と地域福祉権利擁護事業の比較と成年後見制度の利用の仕方が提示さ

れています。 

後に千葉市の関係機関の連絡先が載っています。千葉市の出前講座についての資料

を私のほうから代読させていただきました。 

次に、今、配られた資料について浜詰委員から説明していただきます。 

 

（浜詰委員） 

これは、新たにということではなく、今まで出た内容を自分なりにまとめたものです。 

まず、地域住民に向けて認知症の正しい理解のために広報や啓発で、１つは認知症ケ

アパンフレットの作成で、手元にわかりやすいパンフレット「認知症と正しく向き合う」

がありましたので資料としてお付けしました。この資料では、あなたの家族が、友人が

認知症かもしれないと思ったとき、あなたならどうしますかという問いかけから始まっ

て、いつどの程度の変化が見られたら病院にいけばいいのか、そもそも認知症とはどん

な病気なのか、どんな症状が認知症の始まりなのか、ためらいというハードルが及ぼす
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悪循環、本人に対しどうすればスムーズに受診を促すことができるか、そしてそのとき

家族はどうしたかについての体験、そして 後に認知症の相談窓口の記載、そういう構

成になっていて、とてもわかりやすい内容になっています。 

次は、認知症ケア教室ということで、保健師さんが中心になってやっていただければ

いいのかと思います。 

次の認知症講演会の実施については、認知症ケアの専門家が実施していただければと

思います。 

次の認知症サポーターの養成については、先ほど御意見のあったように養成だけでな

く活用も必要と思います。 

あと、早期発見ということで、早期に気軽に何でも相談できる場づくりや物忘れ相談

窓口の設置や相談窓口の強化です。相談を担当する方々に研修をして、専門的な知識を

持った上で相談を受けていただくという項目を入れました。 

次の住民とプロチームの早期発見、総合支援ということでは、関わるもの全員で対象

者の把握をしていくこと、ちょっと疑わしいなと思えば放置しないで、かかりつけ医に

連携するなり、本人や家族に受診を勧めるなり、相談窓口を紹介するなりということで

かかりつけ医と連携しながら専門医を受診していただくということ、早期診断・早期治

療に結び付けていくということが大切なのだと思いました。 

あと、書き忘れたのですが、各サービス担当者たちがそれぞれの専門職としての責任

として、認知症のケアに対する知識や技術を高めていくことが必要ではないかと思いま

す。 

 

（助川会長） 

予防事業のいろいろな考え方を詳しく御説明いただき、ありがとうございました。 

では、次に平野委員から御説明をお願いします。 

 

（平野委員） 

 認知症予防については、早期発見ということで、やはり検診導入や導入した際の受診

率等皆がどの程度受けてくれるのかが気になっているのかと感じております。 

 あと、地域で回想法等を実施する機会の提供をしていけたらいいと感じております。

世代間交流できる場づくり、昔の遊びとかおにぎりづくりとかを子どもとお年寄りとの

一緒の交流の場として作っていけたらいいと考えております。 

 

（助川会長） 

認知症予防に関して提出されました資料の説明はこれで終わります。今回議論してい

ただくのは、認知症予防に関しての報告書の中で、こういう項目でこういうところが必

要というところを皆様に議論していただき、それを事務局でまとめていただくというこ

とで、かなり報告書を意識した議論をしていただきたいと思いますので、皆様から率直

な御意見をいただきたいと思います。 
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（安田委員） 

 いつも同じ話をして申し訳ありませんが、千葉市政出前講座のパンフレットを見ると、

認知症を予防するというあたりに、食生活はこうだとか、日常生活はこうだとか書いて

あります。それはそれで結構ですが、それで実際おかしくなって来たらどうするかとい

うことが抜けていると思います。実際高齢になってくると、火の消し忘れとか、名前を

覚えられないとか、薬を飲み忘れるとか、手帳が活用できないとかそういうことが起き

てきます。そういう実際に困ったことに対して、こういう方法がありますよといったこ

とを付け加えるべきではないかと思っています。私の経験がお役に立てれば、こういう

ところに入れてもらえるようにまとめたいと思っています。 

 

（助川会長） 

今、安田委員からお話がありまして、私もそのとおりと思うのは、少し能力が落ちて

きたときにＩＴ機器とか何かが、身近なところでサポートしてくれるような使い方がで

きるようになってくれば、それ以上の能力を落とさないで、もっともっと生き生きと暮

らせるのではないかというのがあります。閉じこもらずにどんどん出て行けるような機

会を増やすという意味でも、これからは 先端のいろいろなものを上手に使っていくこ

とが大事なことだと思います。この予防というところに、本人が使える社会資源的な中

に、そのような子機とかＩＴ機器とかいろんなものがあるというところを項目として一

つ入れるということでよろしいですか。安田委員のほうから項目を考えていただけると

ありがたいのですが。 

 

（安田委員） 

対処法でいいと思います。 

 

（助川会長） 

対処法ですね。わかりました。 

 

（鈴木委員） 

 今の安田委員の発言も含めましてです。予防とある程度軽症になった方とは区別して

考えたほうがいいと思います。 

例えば人間ドック、そういうのが医療の世界では一次予防といわれているようですが、 

血圧が高いとか、血糖値が高いとか、それはある意味では一次予防で、それから先もっ

と悪くならないようにいろいろと対策を講じるということですね。 

 もうひとつ、０次予防というのは、一次の手前、外側の対策があるわけですけれど、

例えば、よく運動するとか、栄養改善をするとか、肥満を防ぐとかいろいろいわれてい

る健康づくりとかが０次予防です。 

認知症の場合にも、認知症の入り口に立っている人が中に入らないように、市の出前
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講座資料で言えば、適度な運動、頭を使う生活、バランスのよい食生活とかですよね、

これが認知症になりかけ、あるいは、それに近い人が、その要素を防ぐというか、健常

者がならないように努力するとか、そういう一番手前の対策だと思います。 

ですから、その辺を使い分けて考えていかないと、どうもごっちゃになってしまう、

どうしても自分の分野を中心に見ますから、そういう考えになると思います。 

全体の中で、報告書としてそういう表現ができるかどうかわかりませんが、０次予防、

１次予防と分けて考える必要があると思います。一番外側の丸が０次予防で、ひとつ中

にあるのが１次予防です。それで、実際ある程度なった場合、２次あるいは治療という

世界に入ってくると思います。そういう区分をしておかないと議論が行ったり来たりし

てしまうのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

今の鈴木委員の御意見は非常に大事なことで、やはり段階はある程度明確にしておか

なくてはいけないことは皆様にも御理解いただけたことと思います。 

それが認知症予防のところで、予防というところにもいろいろな段階があるというこ

とを報告書の中にしっかりと書いていく。健康づくりといいますか、健康を維持し、自

分で自分の健康を守るというレベルと、少し可能性が出てきたというハイリスクな方た

ちに対する予防の考え方と、段階を分けることは非常に大事であり、そういうことを書

き込んでいけたらと思いました。他に御意見はありますか。 

 

（小林委員） 

２つあります。認知症予防に加えていただけたらと思うのは、サポートのされ方を知

ろうというようなものはいかがでしょうか。認知症を予防しようということは、県民の

方お一人おひとりに投げかけていることですよね。県民の側からすればサポートのされ

方を知るということは非常に重要なことではないかと思います。 

それから、もう一つ、長谷川和夫先生は、認知症予防のためには、１番目は認知症の

理解であるとおっしゃっています。ですから、運動とか食生活の前にまず、認知症を理

解するというのが、予防の第一歩だと思います。それを入れたらいかがでしょうか。 

 

（助川委員） 

 非常に大事な御意見ありがとうございました。 

対象者別のような段階の区別の仕方と、認知症サポーターとの関係の中でどのような

形の中でどのように予防が考えられるかという切り口です。 

 それと予防事業を考えていた 初のべースとして理解があって、それから健康づくり

だとかそのような事業的な発想での段階的な違いですね、そういうものを明確にしなく

てはいけない。いくつもの層が重なり合っているために非常に混乱します。 

浜詰委員の御意見は、今の小林委員の御意見とかなりオーバーラップすると思います

が、いろいろなステージによって理解だとか教室的なものをやったり、そういうことで
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構成されていて、一方、千葉市では、健康づくりのわかりやすい、取り組みやすいとこ

ろを中心に考えたプログラムとなっています。 

先ほど鈴木委員と安田委員から大事なことを言われまして、対象者の段階的なもので

すね、それもこの報告書に記述しないといけないので、ハイリスクになってきた方々に

対しての対応の仕方、予防の考え方と、まだリスクはないけれど知識をもって自分たち

でやらなくてはいけない方々とに振り分けて行くということになると思います。 

事務局に過大なお願いをいたしますが、予防にもいろいろな考え方がありますので、

上手に組み合わせてまとめていただくということでお願いしてよろしいでしょうか。 

事務局の方からメールで委員に投げかけていただいてもいいかなと思いますので、お

願いします。 

これだけの資料ですのでいろいろと組み合わせていくと形が見えてくると思います。 

それから、平野委員からは、認知症予防で具体的な方法を提示していただいています。

皆が集まりやすい場づくりとか、世代間交流の場づくりとかです。各市町村で、予防を

実際どうやっていけばいいのかというときにそのような例示をしていくことは非常に

大事なことだと思います。 

では、ここで１０分間休憩といたします。 

後半では認知症サポーターの養成講座の子ども用教材に関しての議論等に入ってい

きたいと思います。 

 

（助川会長） 

では後半に入ります。認知症サポーターの養成講座の子ども用教材についてというこ

とで、それぞれ資料を提出していただいておりますので、順番に御説明いただいてから

皆さんと討議したいと思います。まず、鈴木委員から御説明ください。 

 

（鈴木委員） 

 認知症サポーター養成講座の子ども用教材について、認知症サポーターの話が出てき

た頃に欠席していたこともあって、よく理解できていないことがあります。子ども用教

材というのがなぜ出てきたのか、これが良く理解できていませんので、あまり明確な回

答ができていませんが、察するに、子どもにも、認知症のおじいちゃん、おばあちゃん

への接し方を理解してもらうため、要するに「この人なんか変な人だ」ということで逃

げるのではなくて、理解してそれでやさしく接してもらうというために、子どもさんに

理解を深めてもらおうということではないかと思いました。 

そうしますと、子どもといっても、小学生から中学生とか、幼稚園とか、それぞれ幅

がありますから、１つのバージョンで全部に通用するようなものはなかなか難しいとい

う気もしまして、多少年齢別バージョンみたいなものが必要かと思いました。 

もう１つは、子ども用教材ということでまとめるということは、子どもだけではなく

て、大人にもわかりやすいという意味合いもあるのかと思いましたが、とりあえずここ

では、子どもがそういう形で接するための教材ということで考えました。 
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（助川会長） 

年齢の幅に考慮したバージョンを考えるというのが御意見です。 

では、その次に浜詰委員、何か補足的なことがありますか。 

  

（浜詰委員） 

前回、絵本を見せていただいてすごく認知症がよくわかりました。 

あと、ビデオの活用もいいと思いました。これは NHK で見たかと思いますが、三世代

の家族の中で、おじいちゃんが認知症になられて、そのお孫さんがうまく接しているも

のです。わかりやすくて、お孫さんが本当に支援的で、専門家が見ていても、そういう

ふうに接するととても安心して暮らせるというような内容のビデオで、具体的な場面と

してわかりやすいと思いましたので、ビデオの活用もいいと思いました。 

 

（助川会長） 

そうですね。映像というのは非常に説得力があって、わかりやすいことだなと思いま

す。今、浜詰委員からビデオの活用ということで、御提案がありました。 

次に平野委員からお願いします。 

 

（平野委員） 

前回出られなかったのですが“メメが私の家にやってきた”というのもわかりやすく

ていいと思い、日本語版の作成を提案させていただきました。 

あと、パンフレット、ビデオを年代別に作るといいかと思いました。 

教材ではありませんが、以前もお話ししましたけれども、授業とかクラブとかに取り

込んでいただき、小中学校とか高校に出張講座に行くこともいいかと考えています。 

 

（助川委員） 

 出前講座、出張講座ということの教材を作っても、いかに活用するのかということを

この報告書に入れていくという御意見だったと思います。 

 では、提出された資料は以上でよろしいですか。 

それ以外にも、いままでの議論の中から子ども用教材やサポーター養成についても、

いろいろ話が出ていますので、どのように報告書の中に書き込んでいくか御意見いただ

けたらと思います。 

 

（永島委員） 

この前、見せていただいた絵本はとてもわかりやすいと思いました。いろいろな本が

他にも出ていますが、家族の会では、ホームページに「おばあちゃんどうしたの」を掲

載しています。これは、４０歳くらいの御夫婦と男の子と女の子と猫のタマというのが

登場します。後で、メールで流します。 
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私の意見ですけれども、先ほど鈴木委員からどういう経緯で、この話が出てきたのか

がよくわからないというのがありました。前回の第７回の資料で、福祉教育推進校での

認知症サポーター養成講座の概要という資料が出ていますが、福祉教育の中で今までは

障害の人のこととかでしたが、そこの中に認知症の教育を入れてはどうかということが

発端になったのではないかと思います。 

もう１つは、認知症の人は、４０代くらいから８０代くらいまでと本人の年齢も幅広

く、その方たちと一緒にいる家族も、子どもの年代にもとても差があります。「おばあ

ちゃんどうしたの」は、対象が小学生くらいかと思いますが、だからといって中身のレ

ベルが低いということではありません。私たちが相談を受けていると、中学生から高校

生の孫世代が人数的には一番多いのではないかと思います。その年代は、子ども自身も

大変な時期で、そういうことに端を発するいじめとかもあり、どこら辺までをターゲッ

トにした教材があったらいいのか悩みます。高校生になると、もう標準教材で十分通じ

ると思います。 

だた、先ほど小林委員から、サポートするところという意見がありましたが、おじい

さん、おばあさんを直接介護する世代の子どもが高校生・中学生です。中学生・高校生

がお母さんをいたわる、おじいちゃんおばあちゃんに対して非常に良き理解者になる、

そういうことを今までもよく聞いています。その辺をどうサポートしていったらいいの

か、問題提起です。 

 

（滑川委員） 

前回も提案しましたが、何か紙芝居的なものの方がわかりやすいのではないかと思い

ます。教材として絵本バージョン・紙芝居バージョンがあったらいいというのが 1つで

す。   

もう１点が、ビデオです。認知症の方の生活を写すビデオもあると思うし、中学生、

小学生用には、困っている様子をみて途中で止めて、どうしてあげたらいいか、どう考

えるか等の問題提起型で、ディスカッションをするようなビデオの作り方をするのもい

いと思います。具体的なストーリーはまた考えていけばいいのですが、そういうのもあ

るといいかと思います。 

あと、普段、認知症サポーター養成講座を実際にやっていますが、認知症予防という

ところで、 後にフリフリグッパー運動を皆で歌いながらします。その歌を、サザエさ

んの歌を使ってやっています。サザエさんは、小さい子から年代を問わず皆が見る番組

なので、何もおじいちゃん、おばあちゃんの運動ではなくて、子どもも孫も一緒に認知

症予防の運動をするということが家族の中で認知症に対する理解を深めるのかなと思

います。今は必ず、サポーター講座の締めでやります。そうすると 後楽しく、認知症

予防を皆で考えて行こうという感じで終われます。 

 

（助川会長） 

非常に具体的なところが出てきたという感じです。 
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２つのポイントがありまして、教材をどのように考えるのかという観点と、その教材

を使っていかに計画的・効果的に地域に基づいて展開していくのか、この２つのポイン

トで話し合っていく必要があるかと思います。 

まず前半では、どんな教材が子ども向けの認知症サポーター養成に適当なのかという

御意見をいただいて、後半の部分では、先ほど平野委員がおっしゃったように、いろん

な活用の仕方についてお話しいただきたいと思います。 

ビデオの作り方にしても、一方的な知識提供型で流すというやり方だけではなく、滑

川委員のように、その途中で皆で考えてみようというような提案型の教材の作り方。自

分たちでまとめるという作業するということは、よく考えることになりますので、教材

の工夫の仕方というのもありました。 

教材として今出てきていますのが、絵本とかビデオですが、紙芝居というまた違った

教材の作り方も出てきました。 

年代の話が出てきまして、教材の対象者をどこの年代にするのかは、非常に難しい議

論になってきます。いろいろなバージョンを作るということは、それだけお金もかかり

ますし、いろいろ大変なことだと思います。いい本でしたら大人も子どもも楽しめます。

小林委員が出してくださったメメちゃんの絵本は、低学年を対象としていただき上手に

使うと高学年に使えることがあるのかと思います。 

私も、大人も楽しむ絵本が出ているように、どの対象とこちらで分けていても、発達

段階は、それぞれですし、理解の点もそれぞれですので、難しいのかと思います。まず、

人にわかりやすい絵本を作るのがスタートラインなのかなと思います。年代別にどうや

るのかといことも考えていただきたいと思います。 

教材のことでよろしいでしょうか。もっと画期的、今までにないような発想というの

がございませんか。 

 

（小林委員） 

絵本についてはありがとうございます。アメリカから持ってきた甲斐がありました。 

先ほどの年代別という話ですが、ちょっと乱暴な意見かもしれませんが、幸いなことに

今の中高校生というのは非常に精神年齢が低くて、小学生とあまり変わらないところが

あるかと思います。 

私は、子供たちにも中高校生にもそれから大人の方又は高齢者の方へも、認知症の理

解の場に入ったことがありますけれども、大人と子ども向けの教材の一番の違いは、や

はり歴史です。自分が生きてきたこの間に受けたお年寄りとか認知症や、認知症に限ら

ず介護の苦労であるとかそういったものが理解を妨げているわけです。そこに対して、

子どもたち、学生も含めて意外とピュアで、そういった経験がありませんので、生活感

があまりにもなくて、受け止め方としては似ていると思っています。年代としては、青

少年と大人というふうでいいのではないでしょうか。 

先ほどの絵本ですけれども、実は紙芝居バージョンにしてやったことがあります。若

いお母さん達は、まだ介護したことがない、お年寄りを知らないという人達は、子ども
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とほとんど一緒で、あの絵本の内容で十分でした。本当に難しいのは、やはり中高年以

上の方への教材が一番難しいと私は感じています。 

 

（助川会長） 

経験に基づく意見で、自分の受けた歴史で理解を妨げているというのは、非常に大事

なことかなと思います。 

 

（石元委員） 

漫画はどうですか。県会だよりっていうのが月に１度か２～３週間に１度くらい新聞

に入っていますよね。あれは大変な予算を組んでいると思いますが、あれにいつも認知

症だけを書くのは大変でしょうけど、千葉県出身の方で漫画家を志している人なんかを

調べて、認知症の方を冒涜しないような感じで、だから内容が難しいですね。あまりに

も教えるとか諭すというと抵抗感を皆持ってしまうから。千葉県出身の方で、漫画家を

志す人がおれば、その辺から少しずつ啓蒙して。それはまた、県の方でも音頭をとって

いただいて、市町村の方にも 1つの模範みたいなものを示せば、市町村はそんな方法が

あったのかいなということで。いかがでしょう。 

 

（助川会長） 

漫画でということで。非常に今、石元委員も言葉を選びながらお話をなさっていまし

たが、やはりちょっと普通の行動と違う行動を説明する時に、その方のことを冒涜しな

いような書き方をするというところは、すごく配慮しながらやらなくてはいけないので、

この絵本もメメちゃんもそうでしたけれども、絵を描くのは非常に配慮されているとい

うことがわかります。絵本に少し展開する部分が漫画になると思います。言葉が吹き出

しで入るので身近な感じがすると思います。 

 

（安田委員） 

先ほどの小林委員から、中高年の教育は難しいということがありましたが、これを見

ていただきたい。これは、ボケない小唄です。これは、ある老人大学の卒業生たちの所

に呼ばれて行って見せられたものですが、腹が立ちました。それは、皆さん高齢の方た

ちですが、自分たちの仲間が認知症になったときに助けてあげようという発想が無いん

です。ボケない小唄を信じて、あいつが呆けたのは、テレビ見ていたから、趣味が無か

ったからという発想になりやすいですね。 

裏を見てください。今日ここに来るとき考えてました。ボケたら小唄といいます。曲

は、お座敷小唄です。滑川委員は、サザエさんが良いということでしたが、若い人はお

座敷小唄を知らないので、それは確かにそうです。 

いくら予防をしていてもなるときゃなるさ認知症、さっさと行こう、、、以下略。さき

ほどの漫画はお金がかかりますが、この手の替え歌だったらまったくお金はかからない

ですから。滑川さんが言っていたように子どもも知っている歌ならいいのですが。 
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（助川会長） 

ボケない小唄から発想して、ボケたら小唄を作って、皆で支えるというのが、 後の

コンセプトになったというのがすばらしいと思います。地域づくりの典型的な一番必要

なところを書いていただいたと思います。本当にその人を見捨ててはいけませんよ、見

捨てたら自分だって見捨てられるという、本当にそのとおりだと。皆さん、もう少し言

葉を揉んで、この研究会で、是非そういう皆のテーマソング的な歌を作って、 後は地

域で支えようという歌を作るとすごく面白いのではないですか。 

  

（安田委員） 

皆さん１つずつ持ってきてください。 

 

（助川会長） 

わかりました。一人一番二番三番とやっていて、それを並べたら繋がっていくのがい

いですね。頭が疲れたときにはこういうこともやって、リフレッシュして皆で楽しくや

っていきたいと思います。 

 

（小林委員） 

報告書の表紙にでも載せたらいいですね。 

 

（今川委員） 

サザエさんと漫画とビデオというので、ちょっと思い出したことがあります。マイケ

アプランの勉強会に出た時に、グループワークで、サザエさん一家のフネさんが、要支

援１になった時のマイケアケアプランの考え方をやりました。波平さんがちょっと認知

症っぽいという設定でした。そういうようなものもストーリー的に面白いのかなと思い

ました。 

 

（助川会長） 

具体的な事例を使うというのは非常に難しいものがあるので、サザエさんという全国

的に皆が知っているファミリーを題材にするということで、皆で考えていくというのも

いいですね。三世代ですね。タラちゃんが三世代になる訳ですね。 

 

（今川委員） 

ただ、ああいう家族がいっぱいいるのは、逆に珍しいかもしれないですね。 

 

（助川会長） 

そうですね。核家族が６割を超えていますから。 
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（今川委員） 

その設定の中では、サザエさんもすごく変わっていて、私たちが知っているサザエさ

んではなくて、もう親の介護をしたくないというサザエさん。カツオさんはもう結婚し

てお嫁さんはいるけれども、お嫁さんの尻に敷かれる話とか、ワカメちゃんはもう遠い

所にお嫁に行ったから遠距離介護になったとか、サザエさんの何年後はこういうふうに

なるかもしれないと面白いものがありました。 

 

（助川会長） 

そのようなグループワークが出来るような題材もやはり教材としても開発するのも

非常に面白いかもということで。一方的な知識提供ではなくて、皆で考えていくという

教材づくりの一環として考えていただきたいと思います。 

他に御意見ありますか。 

 

（石井委員） 

皆さんの御意見をいろいろ伺って、子ども用の教材は結構難しいと思います。なぜ介

護する立場ではなく、親の姿を見ていたりする年代の子どもさん達に向けて、これをや

るのかという部分をきちんとお伝えしていくことを中に入れていただきたいと思いま

す。それが難しいことだったり、こういうことをしないといけないという形ではなく、

なぜ若い世代の子どもたちにこのことを知ってほしいのかという理由をわかりやすく、

具体的にもわかりやすい言葉でまず伝えて、子どもたちの興味を買う、引き付けるもの

が中に必ずどのビデオであろうと、必ず入っていけるものが一つあったらいいと思いま

した。 

 

（助川会長） 

教材作りの中で抜けてはいけないポイントとして石井委員からのお話をいただきま

した。必ずしもファミリーではないという場合も日本では多いのが現状だと思います。

そうなった時、公園で出会ったつじつまの合わないおばあちゃんがいたけどどうしてだ

ろうという発想もあるでしょうし、なぜ私たちが地域で暮らしていく中で認知症を理解

しなければならないのか、 初に大事な伝えたいことを明確にしようという意見だと思

いますので、それが具体的な教材作りになると楽しくなってくると思います。教材の中

に落としてはいけないポイントがありましたら是非お願いします。 

では、教材の効果的な活用の仕方について、先ほど平野委員からありましたが、学校

の方に出前講座、クラブ活動に取り入れたりという意見がありましたが、他に意見があ

りますか。こういう教材をいかに効果的に活用していくのかということですが。  

今までいろいろなところでたくさんパンフレットを作っているのを見ていますが、結構

積んでおくパンフレットになっているのを私は見聞きしていますので、いかに活用する

のかある程度考えてなくてはいけないと思います。ノルマになると何々をしなくてはい

けないというやる側の負担になって大変ですから。学校の先生はこれ以上大変というと
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きにノルマがあると大変です。楽しく活用してするアイデアがありましたら。 

 

（小林委員） 

活用の場として１つ考えられるのは、子育て支援サークルで、非常に活発になってい

ます。千葉県もなかなか延びているのではないかと思います。子育て支援のサークルの

１つのイベントとして活用していただくというのは、活用の場として今一番いいのでは

ないかと思います。 

 

（助川会長） 

子育て支援サークルというのは、ボランティアの方達が一緒に支援しているサークル

ですか。 

 

（小林委員 ） 

さまざまです。 

 

（助川会長） 

先ほど、小林委員から、まだピュアな感性のうちにというのがありましたが、一つの

取組です。 

 

（滑川委員） 

学校の授業の中で難しければ、学年は低くなってしまいますが、学童保育が各地域の

中にあると思いますので、先生方にこういうお話をしながら、学童保育の中でこういう

講座を継続的に出来たらいいと思います。 

 

（助川会長） 

学童保育は、あちこちで行われているので、ひとつお子さんたちに向けてということ

でアイデアをいただきました。他に何か。 

 

（仲野委員） 

いっぺんにたくさんの子どもたちにということは無理かも知れませんが、施設によく

高校生・中学生・小学生の方々が見学に、あるいは入所の方との触れ合いを持つという

目的で来ていますが、その時に、ただお話ししていただくだけとか、見学してもらうだ

けでなく、ちょっと時間をもらって、皆さんにビデオを見ていただくとか、実際に目の

前にお年寄りがいらっしゃるので、活用できるのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

私も自分の施設を思い出しまして、福祉体験ということでいろいろな中学生ですとか

高校生に来ていただいた時に、 初にそういう教材を使って御理解いただいて、それで
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体験に入っていただくというのは正しい理解の推進に役立つと思います。 

また、イベントの時には、できるだけサポーターが行って、いろんな機会をとらえて

こういう教材を使って、キャンペーンをしていくというのもいいでしょうし、教材を効

果的に活用してもらうために、どこにどういうふうに置いて、何かあった時には、いつ

でも気軽に使えるような教材の管理の仕方も書いておかなくてはいけないと思います。 

たとえば社協は、いろんなキャンペーンをやりますから、そういうところにも設置し

てもらうとか、一番活用されやすい場所に配布して設置しておこうということも書かな

ければと思います。 

では、三番目の議題です。 

関係機関との役割と連携について、体系図を見ていただきましても、関係機関という

のは非常に沢山あるわけです。 

まず、地域包括支援センターのように直接的な相談を受けるところもありますし、左

側のところへ行けば医療と福祉の特に医療の体制の中で、医療の方で専門医ですとかサ

ポート医、かかりつけ医というシステムの中でいろいろ進んできております。ＳＯＳネ

ットワークなど関係機関を探していくと、非常に多くの関係機関があがってくると思い

ます。交通機関から、コンビニエンスストア、いろんなところが関係してきます。 

相談機関もそうですし、人材育成のところにありますように、行政の方も、認知症の

基本的な正しい理解をしていただくというのも、皆さんの御意見の中で出たと思います。

行政の新人研修のときに、そういう基本的な理解をしていただくような人材育成をしよ

うとか、関係機関の中には警察ですとか、その他のいろいろな機関が入ってきます。人

材育成の中で、私は福祉専門職自体がもっと認知症のケアの理解をしていただきたいと

思います。 

今から関係機関の役割と連携につきまして、どのような形で報告書の中に必要性のあ

ることを書き込んでいくかというところをまず意見を出していただいているのが、鈴木

委員と今川委員ですので、御説明していただいてから、皆さんで話し合っていきたいと

思います。 

まず、鈴木委員、お願いします。 

 

（鈴木委員） 

全体のマップにありますように、関係機関というのは結構多いわけです。それぞれが

ばらばらにやるというわけにはいかないし、それなりの連携のとれた動きが必要になる

と思いますから、司令塔がやはり必要になると思います。県や市町村等行政がまとめ役、

千葉県では中核地域生活支援センター、そういうところを中心として、実施部門として

は医療機関、介護サービス事業者、町内自治会とか、このマップでは地域住民が書いて

ありますけれども、そういうところと連携をとっていくということで、やはり全体のベ

クトルを合わせて進めていくということが必要ではないかと思います。 

 

（助川会長） 
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関係機関との連携というところで、司令塔となる部分という言葉が出ました。司令塔

という言葉でもいいですし、コーディネーター役でもいいですし、機関がたくさんにな

ればなるだけそういったところが必要となりまして、大事な提言と思います。 

次に、今川委員お願いします。 

 

（今川委員） 

どうしても私達の発想ですと、連携の中に、社協であるとか民生委員さんであるとか、

既にそういう役割を担っている方をどう生かすかとなってしまいますが、まったくそう

いう経験の無い方も、たとえば私が考えたのは認知症予防という一つのテーマでしたが、

どんどん関わっていただいたりできるので、一般の人をもっと活用していくもの、たと

えばせっかく一般の方が受けている認知症サポーター講座がありますので、それらを具

体的にモデル化していくといいかと思います。 

 

（助川会長） 

新しい提案の１つだなと思います。機関というような目に見えるものの連携だけでは

なくて、人と人との繋がり、一般の人達の中でそういう連携が図れないか、そういう支

援をしていこうという御提案ではないかなと思います。 

では、平野委員、お願いします。 

 

（平野委員） 

中核地域生活支援センターや地域包括支援センターなどの周知徹底と活用です。 

あと、インターネットによる情報交換、ホームページ等を立ち上げて相談業務を実施

するのも考えました。 

以前、支援チームの養成ということで、ドクター、ケアリーダー、ピアカウンセラー、

ここで抜けているのがリハビリです。付け加えてください。認知症支援チームの養成、

外国で支援チームを実際活用しているという話を聞いて結構いいと考えています。 

権利擁護体制の充実、人材育成、やはりこれの周知徹底を図って活用してもらわない

と、意味がないと思います。 

あとは、認知症サポーターの活用、確かにサポーターにはなったものの、どうやって

有効的に活用するのかというところで、加えてもらいたいのが連携です。 

 

（助川会長） 

次に、酒井委員、お願いします。 

 

（酒井委員） 

認知症の本人はもちろん家族も相当苦しんでいる。これは、初期の方は、たぶんいろ

いろな不安があると思います。特に問題が一番大きいのは、やっぱり要介護度３か４あ

たりの方だろうと思います。そういう方がいろいろな悩みを持ってというのは、こちら
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にいらっしゃる委員の方は当然わかっていると思います。ただ専門職、たとえば介護の

専門職も、あるところでこういった話をしますと、家族がそんな思いをしているんです

かということがよくあります。ですからそれは周知されていない、現場の職員まで周知

されていないという部分があります。 

それから、お医者さんもなかなかその辺わかっていらっしゃらないお医者さんが多い

ということです。これは難しいかなと思いますが、認知症の人とか家族を含めて、関係

分野の場がもし出来れば、これはあくまでも行政の主導でないと難しいと思います。 

たとえば、施設介護関係の方が医師会の方にお願いしても、なかなかお医者さんは皆

さんお忙しいようですから、そこに出席するということが難しいと聞いています。ただ、

ドクターのところにその関係する方が行ってお話しすることはできると思います。 

ともかく、本人がなかなか自分で意思を表示することが出来ないという方もいらっし

ゃいますけれども、できればそういう方も含めて、そういった場が出来るといいと思っ

ております。 

それに関連して、相談窓口がたくさんあると思いますが、これは２番です。家族の会

にも家族の相談がありますけれども、各窓口の連携が図られているのか私にはまったく

良くわかりません。せっかく、こういった今の認知症の人を支援しようとしている会を

開いている訳ですから、そういった声をなるべく吸い上げて、各窓口で連携するという

だけにとどまらずに、本人とか家族の声をどこかに集約した形に出来れば、そこから各

分野へ発信するというようなこと、1 番のことが無理であれば、それは出来るのではな

いかと思います。具体的にどうしたらいいのかわかりません。それもやはり行政主導で

ないと無理なのかという気もします。 

その他のことで、私が経験したことです。なかなか認知症の人は入院させてくれない

という病院が多く、特殊な病院は別として、基本的に認知症の方は入院できないんです

ね。たとえば、認知症の人が肺炎になり、入院しなくてはいけないけれども、うちでは

扱えないよということになると、その人はどこに行ったらいいのか、認知症で肺炎にな

ったら、もう終わりだということではないと思います。何が障害になっているのかとい

うとどうも完全看護という制度が問題ではないか。どう考えても看護師さん不足ですか

ら。 

認知症の人は、自分の意思も表示できない、ことによったら大きな声を出すような人

を病院で入院させて、看護師さんが看ているというのは、これは私が考えてもちょっと

無理なお願いかなという気がしますので、難しい問題と思います。後で宮地委員に、医

師会でどう思われているのかお聞きしたいと思います。 

ボトムアップみたい形になるんですけれども、県から、千葉ではこういう話が出てい

ると、生死に関わることですから、他でもたぶん出ていると思いますが、これを放って

おくことは問題があると思います。今回のテーマとは、ちょっとはずれているかも知れ

ませんが、非常にこれは大事なことかなと思いまして書いてみました。 

 

（助川会長） 
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関係機関の役割と連携においてという項目に、それぞれの機関としてのいろんな支え

る機関はたくさんあるのですけれども、そこをどのように上手に横の繋がりを図ってい

くかですが、 終的には今まで提言の中でずっと言われていることと同じです。これま

でも、横の機関間の連携をとらなければいけないといわれていますが、進んでいないの

は何故かということを掘り下げて考えた上で、提言の中に入れなくてはいけないと思い

ます。連携しなくてはいけないというのでは、今までと同じレベルで終わってしまいま

す。 

 

（酒井委員） 

連携して支援するというのは確かにいいのですが、その連携の中で、ただ支援してや

るっていうことでは、本人とか家族は困るわけです。そこで、私が言っているんですけ

れど、家族の声をもう少し吸収できる、たとえば、ケアマネジャーさんにしても、施設

のお話をすると、案外「今はそんなものですよ」で終わってしまうということがあるの

で、どうしても支援されるということだけではなくて、その輪の中に本人が無理なら家

族を入れていただきたいと思います。 

 

（山尾委員） 

私どもの町には、行政主導型で現在「認知症にやさしい地域ネットワーク形成事業」

という実施要綱を行政側が作りまして、各職域の皆さんの代表者から１６人の委員を選

んで、私どもの町は今５万を越えている人口ですけれども、行政の方から、サポーター

を具体的に何名育成するという目標が立てにくいんです。そう意味合いで、今私の方で

勉強させていただいておりますので、１６人の委員の方々に、今県が進めている認知症

対策研究会がどういう進捗状況にあるのか、それをどういう具合に市町村に生かせるの

か、その話を是非していただきたいということが、１２月５日に福祉課の課長がみえま

してそんな話があります。 

その前に支部社協として、「認知症と正しく向きあう」という中に、質問項目がいく

つかあるわけです。２４点以下になると病院に相談された方がいいですよと書かれてい

ますが、それを老人クラブの皆さんと七夕祭りをやった時に、ちょうど１００名前後の

方がお見えになりました。それを全部の参加者に記入していただきまして、それを精神

科のお医者さんに届けて、認知症の意識を高めるという啓蒙活動をすることにしました

ら、約１２０、１３０名の方がおいでになりました。 

我が町全域に社協を支部単位で広めていくとしますと、５００名前後の方、あるいは

１，０００名近くが受講されるのではないかと思います。 

我が町に１，４４０名ほどの介護認定を受けている方がいらっしゃいますので、どう

いう具合に行政が連携をとりながら、というのは、たとえば、県の老人クラブでは、県

から予算をもらって、健康と医療という形で、既に認知症の勉強をやられていますが、

その勉強会をしていることを町の福祉課が知らない、つまり連携が無いということです。

これでは、何のための勉強会かとなりますので、町の方とも何回か話し合いをした結果、
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連携しなければ効果的ではないということを再認識していただいたというわけです。   

行政が主導でやらなくていけないことは、どうしても行政がやっていただく、たとえ

ば、在宅介護支援センターであれば緑の里とか、それから民生委員協議会の会長さんと

か、各区域の団体が集まっています。この方々は専門職として自分の守備範囲内の勉強

はしっかりされているわけで、さらに地域住民がこれを理解しませんと国のサポーター

があまり機能していただけないので、この１２月５日に町の方に、県の今研究会が、ど

ういうような勉強しているのか、説明していただくことになっています。 

それによって、改めてサポーターになる人を、各専門職から、たとえば老人クラブの

役員だとかあるいは民生委員協議会の全員だとか、あるいは自治会の会長さんには是非

出ていただくとか、そういうその対象を絞って、なっていただきましょうと。サポータ

ーになる人は、支部社協活動の中で、大網の場合５つの支部がありますから、事項別に

いえば１，０００名くらいの受講者になるだろうと考えていますが、その中からサポー

ターになる人を勉強していただく、たとえば、１００人明確に育てる。それには、改め

て勉強の内容について、内容を吟味して、ここの研究会でいろんな勉強したことをフィ

ードバックしてその中で生かすような形になると、安心して住めるまちになるだろうと、

そんなような意味の状況下で今進めているのが現状です。 

ところが一つだけ問題があったのは、町が進めているのと、我々ボランティアが進め

ているのと、どうも噛み合わなかったことですが、何回かの努力を重ねることで、お互

いが分かりあえた事は事実です。 

そういう意味合いで、時間をかけても、説得して、あるいは行政の良さを生かさない

と徹底しないということを今感じております。 

 

（助川会長） 

連携という言い方で、いろいろなポイント出していただけたと思います。今、山尾委

員がおっしゃったように、人材育成のところまで含めて一緒に考えいくと連携が進みや

すくなるということを示唆していただいたし、職能団体、職域からの人達が、一緒に同

じ場でいろいろなことを話し合うとか、もう一つ大事なポイントだったのが、それぞれ

のやっている活動をお互いに、同じ町にいながら知らないという、これは本当にほかの

町でも同じような状況だろうだと思います。老人会がやっていること、自治会がやって

いること、町としての普及活動のこと、いろいろなものが、縦割りになっていると、ひ

とつの町でも、どういうことをやっているのか、お互いに理解できていないということ

になってくると、連携は全然進んでいかないということを意味しているわけです。  

たとえば、一つのテーマで人材育成まで含めていろいろな団体が一つの場で、こう考

えていくことになってくると、お互いの役割、またはその後の役割を担いながら、どう

繋がっていくのかということが見えてくるということを、具体的な養成方法まで含めて、

山尾委員から御提案いただけたと思います。 

関係機関の役割と連携についてというのは、題材として非常に大きすぎて、わかりに

くかったわけですが、今回の報告書では、連携が必要とそこまでではなくて、もう少し



 - 23 -

全部を網羅できなくても、山尾委員がおっしゃたような１つの人材育成の研修の場、養

成の場としてやりながら、連携をまた深めていくとか、なんらかの具体的な提案に近い

ような形で書けると一味違うのかと御提案を考えさせていただきました。 

  

（宮地委員） 

先ほどの酒井委員の御質問についてですが、実際に認知症を抱えている家族が途方に

暮れているとは思っていないんですけれども。何故かといいますと、もし 初にそうい

うことがある場合には、本当に認知症かどうかを調べなくてはいけないわけですから、

医師会の認知症を扱う我々のところでは、各医院が決まっております。もちろんすべて

の地区ではありませんけれども、ここの近くで、認知症としての相談をしていただく。   

それから実際にどうするかということになれば、主治医、かかりつけ医ですから何回

か通っていただいて、決してそういうことが云々ということは無いはずです。もし、あ

れば必ず行政の方から我々のところに言ってきます。医師会で理事をやっていますけれ

ども聞いていません。もし、入院だということになれば、当然精神科の病院もあります

し、それはずっと入院していていいというわけではありませんけれど、ある程度はあり

ます。 

あとは、私の方の外来にある娘さんがきました。親はお兄さんのところにいたのです

が、面倒を見ないので、認知症ではないかという雰囲気で、娘さんが面倒を見なくては

いけないということで来られた人もいます。話を伺って、専門ではないですけれども、

認知症であるということはわかりますけれども、鑑別して、あとは、じっくりとかかり

つけ医を決めて、後はどうするこうするというのはそのときのサジェスチョンで。もち

ろんそれだけでいいとは思いませんけれども。 

そういうことも含めて、当然いろいろな市では、家族の会も含めていろんな対応がご

ざいますので、たとえば、相談があれば、そういうところで、たとえば、家族の会がご

ざいますね。永島委員がいらっしゃいますが、そういうところがあります。おそらく家

族の方が悩んで相談するわけです。たとえば、がんの緩和ですと、ジャパンウエルネス

とか、そういうところに行ってそういう機会もあるわけですから。 

現場で見ていても聞いてみても、あまり孤立したということはないです。地区による

のかも知れませんけれども。そんなには知りませんよということはないはずです。それ

は疑問です。私の地区ではございません。じきじきに診ていますから、家族は悩んでい

るということはありません。 

連携の中で、介護が必要であれば介護審査会で審査し支援になるかどうかわかりませ

んが、説明しているし、それなりの施設があるわけですから。あと、わたしの地元では、

家族がほったらかされたということはないはずです。 

 

（酒井委員） 

私が、認知症の人がなかなか入院できないと申したのは、たとえば、在宅で認知症の

人を介護しているケース。その認知症の人が肺炎になったとき、入院させようと思って
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も、一般病院では、なかなか入院させてくれないケースが多いということをお話しして

いるわけで、認知症の人が精神病院に入院するとか、そういうことは問題ありません。

わたしが話したのはそういうことです。現実、うちの家内が３つ４つ病院を回って４０

度の高熱が出ているときに断られたというケースも私自身体験しています。認知症で入

院するのは、もちろんできるわけです。 

 

（宮地委員） 

それは数の問題ですから、すべて十分あると言っているわけではありません。いずれ

十分になるでしょう。現状では、しょうがないと答えますけれど、すべてにそれは、今

まだ数的な問題がなくなるとは思いません。すべての人が一度に皆認知症の人が肺炎に

なるわけはないですから、扱えるところはちゃんとございます。一般的に、たとえば他

の人でも、治って認知症があるのでえらい苦労したどうのこうのは一切ないですね。 

 

（助川委員） 

この問題は、地域的な違いもあるでしょうし、そういうことを支援していただいてい

る地域と、また支援が十分でないところもあったということで、今回のところは、現状

と課題の中で触れられたらいいということで御了承ください。   

 

（永島委員） 

もう 1つあります。 

柏市の医師会は、たぶん認知症の人がかかれる、かかりつけ医と専門医のリストが出

ていますが、県全体のものはなかなか出ていません。 

 

（宮地委員） 

千葉県全体のものもあり、出ています。各医師会に全部各名簿が来ています。 

 

（永島委員） 

それがなかなか知られていないので、連携というのを是非お願いしたいと思います。 

 

（助川会長） 

いろいろな仕組みをつくり上げていこうというところで、検討していく中でいろいろ

見えてくる部分もあると思いますので、また、ポイントとして出していただきたいと思

います。仕組みがあってもアクセスできているのか、アクセス棒という言葉もあります

が、アクセスできる状態になっているかどうかということが必要になってきますが、今

回の研究会はそこまでのテーマではございませんので、連携が必要性ということでこの

ことは終わりにさせていただきます。 

皆さんなかなかお忙しい中お集まりくださって、時間をとらせてしまってすみません。

これで第８回目の研究会を終わらせていただきます。では事務局にお戻しします。 
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（事務局） 

ありがとうございました。 

資料の訂正があります。先ほど見ていただいた図の裏側の一番下の人材育成の柱のと

ころで、警察とありますが、行政の誤りです。行政と訂正してください。 

先ほど見ていただいた全体図等についての御意見は、メール等でいただきたいと思い

ます。また、予防に関するうまい提言という話がありましたが、何かいい案があれば、

お送りいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

次回は、１２月１１日の月曜日となります。本日はどうもお疲れ様でした。 

 

（助川委員） 

補足させていただきます。第９回目のところを皆さんに宿題ということで、お話しし

ていただきます。このように施策のところで５本の柱で今考えておりまして、もう検討

されたのは、正しい理解の普及の部門とか、早期発見・早期対応部門のところ、相談体

制の整備とか連携の部分、連携の中に含めて機関としての権利擁護、ここはあまり詳し

く出ていませんけれど、検討が終わったと。 

後に検討が残っているのは、人材育成です。人材育成が今も酒井委員からありまし

たように、私も特に書き留めましたが、施設でありながら、専門職でありながら認知症

のことが良くわかっていないとう福祉専門職もまだまだいるだろうということもあり

ますので、しっかりとここも議論していかなければいけないし、人材育成の部分は、隣

のもう一つの施設のあり方研究会でも議論される部分ですから、認知症のケアに対して

の人材育成のところで御意見がありましたら、是非御提案いただきたいと思います。 

 

 


