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第１３回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１９年５月１４日（月）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、今川委員、小林委員、酒井委員、菅井委員、 

鈴木委員、土屋委員、仲野委員、滑川委員、浜詰委員、安田委員、 

脇本委員（以上１３名） 

      （欠席：石井委員、石元委員、黒田委員、高井委員、出口委員、 

平野委員、宮地委員、山尾委員、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 認知症対策研究会中間報告について（資料1） 

２ 若年性実態調査資料（資料２） 

３ 前回議事録  以上です。 

では、助川会長よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

 それでは、はじめに新メンバーを御紹介させていただきます。私の右手に座ってい

らっしゃいます脇本委員でございます。主任介護支援専門員という介護支援専門委員

の中で研修としては最終段階になるんですが、その研修を受けて実際地域の中で活動

していらっしゃる方なので、特に認知症に関しましては地域の中で活動していらっし

ゃることもありまして委員として推薦させていただきました。では、一言、自己紹介

をお願いします。 

 

（脇本委員） 

ただいま、御紹介に預かりました脇本と申します。前回は、オブザーバーとして参

加させていただきありがとうございました。本業は、いま御紹介にもありましたとお

り、佐倉市で介護支援専門員をやっていますが、その仕事の関係上といいますか、地

域の方々と認知症のサポート、御家族のサポート、それから介護関係者のサポート・

勉強会・研究会ということをやっております。特に私どもの地域では、若年性認知症

の方がちょっと行政の統計が出ておりませんが、ちょっと多いのかなと思っておりま

す。私の担当の中でも若年性認知症の方が５名いらっしゃいまして、ケアマネジャー、

特養、グループホーム関係者２０名ほどで研究会を作っておりますが、現在１１名の

方を支援しております。また、これまでにも延べ２７名の若年性の方に関わっており

まして、ちょっとこれからも増えてくるところなのかなと思っております。また、一

般の病院とも連携を取って、そういった地域活動をしております。よろしくお願いい
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たします。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。では、もう一方御紹介いたします。菅井委員です。旭市

にあります特別養護老人ホームの在宅支援センターで在宅のところを丁寧にやって

いらっしゃる方ですので、御推薦させていただきました。菅井委員どうぞ一言お願い

します。 

 

（菅井委員） 

主任ケアマネの研修で皆さんと御一緒させていただいて、私のほうは在宅支援とい

うことと、あとは現場に行って利用者さんと御家族の方といっしょにいろいろとお話

をしたり、事業者さんと連携を取ってどういうふうにしたらこういう方を在宅でどう

にか生活できないものかというようなことを、日々近隣の事業所と連携を取りながら

やらせていただいています。今回一緒にやらせていただきまして自分も学びを深めな

がら多くの方が在宅で生活できるように、また、施設入所された方も自分の意思とか

御家族が納得いくように入所された方を見ていると、本当にやっていて良かったなと

最近思っていますので、いろいろ教えていただいて、これからも頑張っていきたいと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

（助川委員） 

 はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では、新しいメンバ

ーも加わったところで、特に脇本委員が若年性の方を５名担当していらっしゃるとい

うことを存じ上げなかったので、非常に良かったなと思います。また、いろいろな情

報もいただければありがたいなと思います。では、早速、今日の議題に入って行きた

いと思います。まず、中間報告（案）についてです。事務局のほうから御説明をお願

いいたします。 

 

（事務局） 

今日、お配りしましたのは、中間報告（案）となっております。前回お配りしたの

は、中間報告（素案）と書いてあったと思いますが、先日、５月７日にグループの代

表者にお集まりいただきまして、加筆・訂正・削除等をいろいろ行なっていただきま

した。その結果を今日は「素案」の「素」が取れて「案」ということでお示しいたし

ました。前回お示ししました素案と変わっているところには網掛けをして表示をして

ございますので今一度、目を通していただきたいと思います。この報告書はこの研究

会全体の報告書となっていきますので、御自分の御担当以外の部分も今一度お読みい

ただいて、御意見等ありましたら５月末までを目途にメール等で御意見等お寄せくだ

さいますようお願いいたします。 
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（助川会長） 

 ありがとうございます。御自分のグループで担当しているところがどのように皆さ

んの御意見を受けて変わってきたかというところと、それから例えば私も下のところ

で、３１ページを開けてください。今回モデル事業でやろうという認知症支援チーム

のところをようやく少しまとめて書きましたので、是非皆様お読みいただいて御意見

をいただきたところでありますので、これはもう千葉県独自でやっていこうという新

しいモデル事業のタイプになりますので、認知症コーディネーターは国が出している

事業の中に入っています。でも認知症支援チームまでは入っていませんので是非成功

させたいなと思っております。 

それを説明したのが３２ページに図で示してみました。３２ページで、地域の中で

生活する本人やケアマネや家族やその他の社会資源というところで括りましたけど

も、こういう方々が御本人を支援しながら暮らしているんですね。ところがやはりい

ろんな問題を沢山抱えていますと、これだけ地域の中に沢山社会資源があってもなか

なかうまくネットワークが取れなかったりとか、いろいろ分断されてしまうこともあ

りますので、そこで認知症支援チームが役割を果たしまして、そのコーディネーター

がその支援チームの結成とか、いろんな社会資源のネットワークの連携とかそういう

ところに力を出しながら医師とか家族の会、医師のほうの役割はやはり医療面での支

援、家族の会の役割は精神的な面での支援で、ピアカウンセリング等を行ないながら

支援チームの役割を果たしていこうというのをちょっとまとめてみました。 

 まだまだ、これからどのような形でやっていくのかというところは、御意見をいた

だきたいと思っておりますので、今日見ていただいてすぐに今御意見を、というわけ

にはいかないと思いますので、またメール等でやり取りをさせていただけたらありが

たいと思います。 

 いかがでしょうか、５月７日にボランティアで皆さんに集まっていただいて文章と

か検討していったんですけども、中間報告とはいえできるだけいろんなことを書き入

れていった形ですので、お読みいただいて御意見をいただけたらと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。何か、その件に関しまして御質問等ありますでしょうか。

今日は、議事進行的に時間に余裕がありますから、５分くらい皆さんお読みいただく

時間を取りましょうか。さっと御自分の担当するところを見ていただけるといいかな

と思いますので。今日初めて皆さん手元に来ていると思いますので、申し訳ありませ

ん。 

 よろしいでしょうか。御自分のグループ以外のところも是非読んでいただいて、御

意見をいただけたらと思いますが、何か質問等ありますでしょうか。 

 

（滑川委員） 

 権利擁護体制のところを担当して、文面を直すということだったんですが。 

 

（助川会長） 
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 ちょっと送りそびれてまして、まだ直ってない部分もありますので、そこのところ

も今後展開のところでお願いしたいと思います。 

 

（滑川委員） 

全体を通して感じたんですけども、文体が「である」だとか「です」だとか統一が

されてないんですけども、それはそれぞれのパーツの特徴でいいとするのか、全体の

文体を統一するのかはいかがなんでしょうか。 

 

（事務局） 

 中身が固まったらこちらで修正します。基本的には「です・ます」調で行きたいと

思っています。 

 

（助川会長） 

考え方として実際の文面のところは「です・ます」調でいって、事業のところは「で

ある」調という考え方でやっているみたいなので、全部「です・ます」にするのかど

うなのか、そこはやはり統一の方向で、中身のほうまで「です・ます」と「である」

が混在しているとまずいので、そこは事務局のほうでよろしくお願いいたします。 

 他に何か御質問ありますでしょうか。やはり、一番最初に第６の柱「人材育成」と

なっているところで、人材育成の柱がありまして、その中で事業が、６－１の事業と

６－２の事業をやりますよというふうに事業でなっているわけですね。そうすると６

の事業の中でその書き方が事業内容と展開方法という形で当然書いてありまして、そ

こでどうしてこういう事業内容になるのか、そのためには何と何を行なうというふう

に整理をしていくときに、他のところの書き方が１、２というような事業展開の方法

になるか、またはその辺のところなんかは書き方を是非統一していただいて、事業の

６－１の中に２つ内容があるのであれば、やはり１と２というふうに書いたほうがい

いと思いますし、その辺の整理の仕方は是非よろしくお願いいたします。 

事業６－２のところではメモリーウォークも１本の事業ですから、これはもうでき

れば最後に文章を付け加えるだけではなくて、４番目の事業というふうに柱として１

本立てたほうがいいんじゃないかとか、その辺のところ、４９ページですね、後ろか

ら２ページのところを見てみますと、事業内容の１番目が各種の媒体を作成するとい

うことで、これはもう絵本づくりとかビデオの話で出てきました。２本目が人材発掘

や育成というところで、いろいろ世代間を越えた話が出てきまして、３本目がふれあ

いサロンなどでどのようなことをやるか。で、４本目でメモリーウォークっていうひ

とつ大きな大事な事業が。 

 

（事務局） 

 あります。他のところで。 
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（助川会長） 

 他のところであるんですか。 

 

（事務局） 

 ええ。 

 

（永島副会長） 

 再掲するとか。 

 

（助川会長） 

 そうですね、再掲というふうに見ないと、ここで見てしまったらちょっとわからな

くなりました。じゃどこで入ってきますか。１２ページの１－４のところで出てくる

わけですね。じゃこれはみんな再掲という形で６－２の事業は重なっているというこ

とになりますか。 

 

（永島副会長） 

１と６はけっこう重なっているところがあるみたい。 

 

（助川会長） 

 １と６は重なってますね。ビデオ製作もそうですし。じゃそこもちょっと整理をし

ていただいて。再掲でも構いませんので、再掲なら再掲でこちらのほうで事業として

大きく捉えるというようになっているとわかりやすいと思います。 

 では、中間報告の案につきまして他に御質問とかありますでしょうか。安田委員が

非常に頑張って参考資料とか付けてくださってますけども、皆様方ももし参考資料等

ありましたら、付けるような資料があればまた添付していただくということで、やっ

ていただいてもいいかなと思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。 

 

（安田委員） 

 前回、ホテルでやったときに内々で話しました。要するに認知症の一次検診と同じ

のを免許センターでやれば良いのではないか。心配なのは、せっかく市町村で一次検

査をしっかりやって認知症の疑いがあるとしても、免許センターに行っていい加減な

検査をやると、「認知症はない」ということになってしまいますね。そうすると、ど

っちに従ったらいいかわからないことになります。できれば同じ検査のほうがいいで

す。実は今日、元愛媛大の池田先生という方、いまは熊本大に移られたのですけども、

ちょっと話を聞きました。池田先生たちは厚生労働省関係の対策チームに入っている

とのことです。もう１つは警察関係で認知症のことを研究しているチームがあって、

そこでは７５歳以上を対象にした検査で、内容も易しく、認知症という言葉も使って

いないらしいという話を聞きました。厚生労働省のほうはもうちょっと厳しくやりた
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いみたいですが。そこで、千葉県警で独自の方法をやれる可能性はありますかという

ことを聞いたら、それは道路交通法とかが関わってくるんで、千葉県でそういう制度

をつくるのは現実にはなかなかできないんではないかという意見でした。困ったもの

です。その辺、一度警察に聞くのが良いと思いますね。 

 それから、一昨日、軽度の認知症、または疑いがある方に集まってもらって情報交

換会をやりました。内容的には、いろいろこういう工夫をしているとかあって、思っ

ている以上に皆さん一所懸命やってくれていて、それは良かったと思います。ただ車

のことに関して、ある方は既に事故を起こしているんですね。私のところに来たとき

には、やめたほうがいいよと言っているんですが、実際にこういう場になると、病院

ではこう言われたけど俺はまだまだ大丈夫だと、やめると急に呆けるからやめないほ

うがいいと言う人がいました。また、別の方は何年も前に事故を起こしているんです

が、また事故を起こしたようです。それでもやめないで続けているんですよね。結局

しっかりした基準がないと、患者さんのほうも良かれと思って自分にいいように判断

してしまいます。実際に事故を起こしている方でさえもそういう状況なので、まずい

なと思っています。といって、警察のほうも未だにそういう段階だということですの

で困っています。以上です。 

 

（助川会長） 

 ここの研究会でそこのところまで実際全部織り込んでいけるかどうかということ

もあるかと思いますので。 

 

（安田委員） 

 ちょっと言い忘れました。池田先生いわく、免許証を取り上げるのは警察のほうに

なるのですが、考えていかなくてはならないのは、取り上げた後にどうサポートする

かということが大事です。そこをしっかりやってくださいよと言われたんですね。そ

こで、対応事業、２５ページの送迎制度の充実ということで、近所のボランティアの

方が代わりに送迎をしてあげるということを一応あげてあります。やはり、免許を取

り上げるだけ取り上げて、あと何もしないっていうのは随分酷な話ですから、やっぱ

り同時並行して、または、前もって先にこういう制度をつくっておけば中には素直に

聞いてくれる人もいると思っています。逆にこちらの具体的な対応策については、市

町村とか県レベルで充分対応できるのではないかという話でした。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。何か御意見ありますでしょうか。 

 

（永島副会長） 

 今の関連で。池田先生っていうのは、うちの会でも運転免許のことで、ＪＡＦって

いう日本自動車連盟の機関紙がありまして、そこに池田先生がお書きになってたのを
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読んで、そのＪＡＦの記事を転載させてもらったことがあるんです。家族の会の支部

報で。そのときに免許センターに聞きました。千葉県では免許の更新のときにどうい

うふうにしているかと。もう４年くらい前だったので今ほどきちんとサポーターとか

がない頃でしたから、結局免許センターに聞いたら更新のときにシミュレーションで

やるでしょ、そのシミュレーションのところを見ていて係員があやしいなと思ったら

指導するとか、でもそこで認知症という診断が出てない人なんかはたくさん来るわけ

です。初期の頃や何かで。事故は何回か起こしているけども。その事故が認知症に由

来するものかどうかということも、運転免許センターのほうからすればわからないわ

けです。だから、その後にこの簡単なチェックリストの話が出てきたんですけども。 

でもこのチェックリストぐらいじゃチェックできないかなと。そうするとやっぱり

免許センターのシミュレーションをする係の人にサポーター養成講座を受けてもら

うとか、だけどそれはかなり具体的に交通・運転に限定されたところなので、そこの

ところは普通のサポーター養成講座のあの枠の中じゃきっと納まり切らないだろう

と思うんです。 

私も、茨城に家族の会がありまして、アートセラピーというのをやっておりまして、

参加する人がみんな自分で運転ができるような人ばっかりが来るんですね。茨城なん

て、本当に車がないと駄目なところなものですから、免許のない奥さんが隣に座って

いるともうかなりのスピードを出していると。右折するんだったら右車線に入らなく

ちゃいけないっていうのがわからなくて、毎週１回来てるアートセラピーの道、もう

３年も４年も来ている人がわかんないんですね。右、っていうときにもう前の車を遮

って右折したりするようなことばしばしばあって、奥さんも怖くてしょうがないって

言いながら車でなくちゃ来られないところなので、その話を聞いたとき冷や冷やする

んですね。実際にやっぱり擦ったり、車キズだらけだ、っていう人もいます。 

その辺は、だからどうってことは言えないんですけども、難しいかもしれないけど

運転免許に関してのチェックリストっていうのは普通のチェックリストでは駄目だ

ろうなという気はします。ですから、シミュレーションで危ない人を拾い出したら、

認知症に関連づけられることができたらいいんですけど。これはでも千葉県版でやる

というようなものではないと思うので、せめて千葉県の認知症対策研究会としては、

池田先生などの意見を元にして、国土交通省に要望を上げるとかすればいいと思いま

す。池田先生は随分長いことその問題に取り組んでらっしゃって、国土交通省の委員

会にも入ってらっしゃってても、まだなかなかそういうところまで行かないというの

は、かなり大変なことであろうと思います。要望書をこの研究会で出すというのもど

うなのかな、よくわかりませんけど。１つはそんな提案ができればいいかなと思いま

した。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。やっぱり早期発見というのは非常に大事なポイントです

し、チェックリストという考え方は非常に取り上げなくちゃいけないことですので、
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その辺でもう少し御知恵をいただきながら、この中で考えていけたらと思います。 

 

（土屋委員） 

 私の思い違いかもしれませんが、確か今国会で道路交通法が改正されているはずだ

と思うんですね。で、７５歳以上の方の、さっき安田委員がおっしゃいました免許の

書き換えのチェックが入りまして、２００８年からでしたっけ、施行になるはずなん

ですね。そこで一定要件を満たさないと、書き換えが難しくなるという制度。ですか

ら、北から南まで全国一律のチェックが入ると思うんですね。ただ、そこへ上乗せ的

に千葉県公安委員会として何ができるのかと言いますと、これは非常に難しい問題だ

と思います。 

ただ、現実問題として取り上げることは簡単なんですけども、実際、山間地などで

お婆ちゃんが介護認定を受けていて、お爺ちゃんが認知症になっていたとすると、お

婆ちゃんの送迎は認知症のお爺ちゃんが車を運転していかざるをえないという実態

が実はあるのも事実であります。それを取り上げちゃったときにどうなるのかと。そ

ういう困った問題が、実は現実論としてあります。 

 それから、現行法律の中で言えば、道路運行法、これで今現在は福祉有償運送って

いう制度があります。平たい話が、人さまの送り迎えをタダでやっているということ

ですが、若干たりとも対価をいただくのは一種の営業になりますね。従ってその営業

車、いわゆる緑ナンバーとして、道路運送法の４条届を行なっていれば認められるわ

けですね。ですけれども、言葉悪いですけど「もぐり」でお金いただいちゃうという

のは、道路運送法上の規定に反するので、そこに特定措置として福祉の有償運送、若

干ガソリン代はいただいても、そこにそういうものが必要ならいいですよ、と市町村

が判断して陸運局が認めるという制度があります。そういう制度がだんだん充実すれ

ば、少しは現行体制の中でカバーできると。ただこの辺も、実際はタクシー業界との

凌ぎ合いになってしまうんですね。悪い言い方すると、タクシーのお客さんを取っち

ゃうという格好にも見えちゃって、なかなかそのバランスが難しいんですけども、実

際その有償運送をやっている団体は千葉市にもありますし、全国にもけっこういらっ

しゃいますね。 

 

（酒井委員） 

 今のお話、以前土屋さんからお聞きしたことあるんですけども、千葉市のほうでは

もうやったんですよね。 

 

（土屋委員） 

 もう１０何団体認めています。 

 

（酒井委員） 

 そうですよね。ところが、タクシー業界の抵抗が結構強いというところまでお聞き
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していたんですけれども。現在もそれは存続しているんですか？ 

 

（土屋委員） 

 もう２０団体近く陸運局から認められています。 

 

（酒井委員） 

 その稼動状況というのはどうなんでしょう？ 

 

（土屋委員） 

 そんなに頻繁に稼動しているわけじゃないんですけども、自分の活動エリアの中に

ですね、一番典型的でわかりやすいのは精神障害の方の場合なんですが、やっぱり馴

染んだ方と馴染んだ車でないと。見ず知らずのタクシーにポンと乗せて病院に連れて

いくということはできませんので、そういう方々は馴染んだ車、馴染んだ人で送り迎

えするほうが合理的、そういう方を運送するためにという届出を出している団体とか、

いろんな場合がありまして、ただ営業が目的ではございませんので。 

 

（酒井委員） 

 わかりました。もうちょっとその辺を有効に利用できれば、たとえば精神障害の方

とか認知症の方とか、そういう人に限るわけですよね。いわゆる運転不適格な方に限

るわけですから、業界の反発といっても、そういう人に限るんだから説得はできない

んですかね。 

 

（土屋委員） 

精神の場合は業界も認めてくれるんですけども、たとえば糖尿とかいろんな病気を

患って透析とかやってらっしゃる方いますよね。そういう方々は非常に判断が難しい

ところで、透析を終わって出てくれば病院の前にタクシーいますでしょ。それが利用

できないとはなかなか言えないですよね。透析前の方っていうのは体に負荷がかかっ

てますので、近くへ連れていってやりたいという、そういう気持ちもわからないでは

ないので、その辺を割り切るのは難しいということで、個別に近くに進路変更しても

らえないかとか、いろんな状態、地理的条件とか、あとはお困りの方の状態とか、そ

ういう方々のいろんな状態を聞いて、確かにこの人がこの車でガソリン程度の費用を

もらうということは営業に当たりませんよねって、営業者の皆さんが納得していただ

ければいいだろう、ということで。なかなか、すんなりとは行きにくいというのはあ

ります。 

 

（酒井委員） 

 これだと一応ボランティアの方を目指してということで協力してもらうというこ

となんですが、今のお話はボランティアではないわけですよね。ですからどうでしょ
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うかね。過疎地の人のほうが当然必要性が出てくるわけですから。過疎地でボランテ

ィアの方たちだけに頼るというのもまた難しいかもしれないし、今のお話のような形

に頼るというのもまたこれ難しい。むしろ過疎地ですとボランティアということにな

るかなという気はするんですけどね。 

 

（助川会長） 

地域の状況を本当に加味しながら考えていかなくちゃいけないということで。 

 

（鈴木委員） 

 私も介護事業やっているものですから、福祉移送の話というのは２年くらい前まで

いろんなそういう団体のセミナーとか会合に出ていろいろ聞いていたんですけども、

私どものところも介護タクシーを実はやっているんですけどもね。許可はちゃんと取

ってやっている話ですけども、いわゆる８０条というか、いわゆるボランティア移送

について簡単に言いますと、確かにタクシー業界の反対もあるんですけども、実際に

やっている団体の供給能力というのもそんなにはないんですね。ボランティア、ボラ

ンティアと言いますけど、じゃボランティアでやってみるかという人も、事故は運転

者持ちになりますから、やっぱりその辺の危険負担があるわけですね。ですから非常

に沢山ボランティアがいて、タクシー業界さえ反対しなければどんどん増えるという

ものでもなくて、やる側の事情もあってなかなか私は難しい、そんなに増えないと私

は思います。 

 実際、介護保険対応でやっている通院等乗降介助というものがあるんですけれども、

最近それもやる事業所が少なくなってきているやに聞いています。商売の介護タクシ

ーですら減っている状況の中で、ましてやボランティアでガソリン代程度ということ

でやる人はそんなには多くはありません。 

 もうちょっと戻りますと福祉移送の話の中で、たとえばよく言われるコミュニティ

バスとかあるんですけど、あれはあんまり駄目だということで、デマンド型のタクシ

ーとか、そういうのをやったらいいんじゃないかと。デマンド型っていうのは、「ど

こどこの誰ですけども、こちらに来てください」とか、要するに循環型のバスのサー

ビスないしは乗用車のサービスなんですけども、デマンド型で要求のあったところに

回って行くというようなものが一番いいんではないかという発言もありました。ちょ

っと参考までに。 

 

（助川会長） 

やはり生活していくうえでの足の確保というのはすごく大きな問題ですから、まず

運転免許のことから話が出ましたけども、地域の実情に応じてどのような形で考えて

いくのかというところまで、こういうことを考えなくちゃいけないというところまで

は、やはり報告書の中に入れていかなくちゃいけないと思いますので、御意見いただ

けたらと思います。 
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ありがとうございました。他に何か御質問ありますか。 

では、なければここで休憩を取りまして、後半に入りたいと思います。５月の末ま

でだそうですので、皆さんまた御協力のほうよろしくお願いいたします。 

 

～ 休 憩 ～ 

 

（助川会長） 

 では後半のところに入らせていただきます。今ちょっと始める前に追加ですが、第

５のところの事業が、事業５は１つしかありませんよねという話の中で、権利擁護み

たいなすごく大事なのは、他の研修のところとか人材育成のところとオーバーラップ

して考えていくということも可能性としてあるのかなというふうに思いますので、た

とえば６－１の事業の研修のあり方のところに、権利擁護の必要性のところを一緒に

内容として含ませていくとか、そのような各事業間の中でも活かしていく方向がある

と思いますので、そういう考え方も１つ入れていただけたらと思います。追加させて

いただきました。 

 では後半のほうに入っていきたいと思います。今日の２つめの議題は若年性認知症

の方の調査のことに関してです。まず事務局のほうから御説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 それでは（案）と書いてある資料になります。こちらのほうが本日検討いただくも

のです。まず、調査票に添付する文章、手紙になります。表題が「若年性認知症実態

調査への御協力について」。こちらの文章の前段のほうで、研究会についての説明を

書きました。千葉県高齢者保健福祉計画推進作業部会及び認知症対策研究会を設置し、

ここで若年性認知症の施策の検討をいたしますので、調査に御協力をお願いします、

というふうに書きました。この後のほうに、個人情報に関することを書きました。御

記入いただく内容は個人情報保護条例に基づき適正に扱います、ということ。それか

ら事例を収集する際には、個人が特定されないよう個人の情報の保護に努めますとい

うふうに理解を求める文を入れました。 

 次に調査票ですけれども、今回、調査用紙を１と２の２段階に分けました。まず、

調査用紙１ですが、機関名と記入される方の御名前、それから連絡先を書いていただ

きまして、事業所・家族会・医療機関・行政の窓口などで「６５歳未満の認知症の方

がいますか、あるいはいましたか」と聞きまして、「いました」という場合にはその

方たちの年齢・性別・現在の職形態を聞くこととしました。そして設問３は「事業所

の方のみお書きください」ということで、「事業所として若年性認知症の方の受け入

れを断ったことがありますか？ある場合は差し支えなければその理由をお書きくだ

さい」としました。最後の設問４で、「若年性認知症の人の対応で、どのようなこと

に困っていますか。あるいは困ると思われますか」と自由記載欄を設けました。この

調査用紙１、２は若年性認知症診断手引きを添付したほうが良いかと思いまして、こ
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の調査票の裏側に付けてあります。 

 次に調査用紙２です。こちらは調査票１－２のところで、若年性認知症の方がいら

っしゃった場合には年齢・性別の表を記載していただき、併せて調査用紙２を御記入

ください、と説明しています。この調査用紙２は、医療機関あてとその他の２種類と

いたしました。まず、医療機関以外の事業所・家族会・市町村・地域包括支援センタ

ー用のほうですが、こちらでは「現在または過去に把握している、または把握してい

た状況を記入してください」といたしました。Ｎｏ．（ナンバー）と振ってあるのは、

調査用紙１の年齢・性別・職務形態を書いていただく表の番号に対応しています。内

容は１番で「発病はいつですか」、２番では当てはまる状況を重複可で選択していた

だきます。こちらのほうは、副会長から教えていただいた「ファスト」から臨床の特

徴を利用させていただいて、①が「非常に軽度」、②が「軽度」、③が「中程度」、④

が「やや高度」と、それぞれの特徴を箇条書きに設定してみました。 

 そして次のページ、裏面になりますけれども、家族構成について、職業について、

障害年金について、障害者手帳について、介護サービスを受けているかどうか、受け

ていればその内容は何か、そしてサービスをどこかで断られたことがある人かどうか、

断られたとすると何のサービスを断られたか、という質問を設けました。そして最後

に、この方や御家族の経済状況、生活状況、社会活動についてわかっていることや、

相談を受けたことの内容などを自由にお書きください、といたしました。 

 そして次が調査用紙（２）の医療機関用になります。違いは、設問２の「この方の

状況は」というところです。こちらもやはりファストから使わせていただいたのです

が、臨床特徴ではなく、ステージを選択するよう設定しました。そして設問１のとこ

ろでは、発病の時期を、診療記録によるものなのか、それとも家族の申し立てによる

ものかを設定しました。これ以外のところは全部、事業所・家族会・行政用と同じ質

問項目となっています。ファストは一番最後のところに添付してあります。 

 次に調査対象ですが、どのようなところに発送するかということになるのですが、

こちらのほうは本日の研究会次第の裏面に添付してございます。３番のところで、若

年性認知症実態調査票（案）の調査対象のところで、家族会、もの忘れ外来、市町村、

地域包括支援センターは問題ないのですが、介護の事業所のほうは居宅介護支援事業

所で１，５００ほど、居宅介護サービス事業所が１，５００以上ありますので、調査

用紙には発送の際に返信用封筒を受取人払いの形で入れたいと考えておりますが、予

算のほうに限りがございまして、１，０００通分くらいまでしか対応できませんので、

調査対象につきましては、ここに記載してある中での回収方法の工夫や発送先の絞り

込み等について、御意見をいただきたいと考えております。 

 

（助川会長） 

 御説明ありがとうございました。一番最初の御手紙に関しましては、こういう内容

で調査を依頼するということで、プライバシーにも配慮してということでよろしいで

すか。ではその次に調査の項目について１段階目と２段階目に分けてあるところにつ



- 13 / 32 - 

いて御意見をいただけたらと思います。 

 

（脇本委員） 

この調査用紙は、アルツハイマー型、それからその関連疾患に絞っちゃったという

ことですかね。ファストはアルツハイマー型の方の様態を捉えるのには非常に適して

ますけど、ここに絞っちゃっているので、前頭葉型とかピック病とかは全然違う経過

を辿りますので、この辺は外しちゃってるのかなという感じはしますけど、いかがで

しょうか。 

 

（助川会長） 

 今の御質問は、この方の状況を出すときにファストを使うのが果たして妥当かどう

かというところの検討になると思います。つまりこのファストはアルツハイマー病に

非常に使われているものですので、それ以外の症状が当てはまらないことが出てきま

すので、果たしてこのファストの状況でいいかどうかというところの検討になると思

うんですけども。皆さんいかがでしょうか。御意見のほうよろしくお願いいたします。 

若年性の認知症の方のどういう病態層が多いのかというところは１つには関係して

くると思うんですけども。 

 

（永島副会長） 

 私、医者でも何でもないのでわかりませんけど、若年性って意外とピック病なんか

の人が多くて、多くてというか、そういう人の問題が多いので表われてくるというこ

とじゃないかと思うんですけども、それは確かにおっしゃる通りで、これ診断ファス

トは当てはまらないかな、という気もするんです。ただ、あまりお医者さんに聞けな

かったので、前に事務局で御用意くださったのが、重いアルツハイマーの人のだった

ので、これぐらいのほうがいいかなと。もし、専門というか少し他のことをもっと知

ってらっしゃる方がいらっしゃれば、これファストからやる必要はないので、混ぜて、

それこそ千葉県版で混ぜてやってもいいんじゃないかと。ただ、引用はファスト及び

何々というのは付けないと、お医者さんたちがやかましいんじゃないかと思います。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。実はこのような状態相を取るのに、い

ろんなものがありますので、果たして、今日は宮地委員がまだおいでになってらっし

ゃらないものですから御意見いただけないので、いかがですかね。確かに実はファス

トが一般的かというと、あまり一般的でない部分があって、その辺のところの問題点

を逆に調査で出してしまうのもどうかな、というところはあるかもしれないですね。 

 どうでしょうか。 

 

（永島副会長） 
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 御専門の方たちがもっと他にいろんなものを知ってらっしゃるように、逆に思うん

ですけども。ちょっと今日までに間に合わなかったので。 

 

（安田委員） 

 私はあまりこういうのはしないんですけど、ＣＤ－Ｒとかの基準もありますよね。

でもどれを取ってもピタッとくるものがなくて、確かにこれだとピック病はどうする

んだって話にもなりますが、大体該当するものぐらいでいいんではないかと思います。

他にいいのがあれば別ですけど。たぶんないから仕方ないのかなという気はします。 

 

（助川会長） 

日本で一番良く使われているのは、介護保険で認知症の人の自立度という形で、や

はり同じようなステージ分けをしているのがありますから、それはかなり介護支援専

門員もかかりつけ医もそれを必ず使っておりますので、非常に周知されているかなと

いうふうに思いますので、そういうふうに厚生労働省で介護保険の認定のときに用い

るような自立度の分け方というのも参考になるかなと思いますので、それをまたひと

つ見ていただいて。 

皆さん、認知症の人の自立度というのはおわかりになりますかね。介護保険の制度

に入って仕事をしている方は、認知症の自立度とか家族の方もそれで自立度が３－Ａ

だとか３－Ｂだとかいろいろ書いてありますから、ご覧になっていらっしゃると思う

んですけども。一番無難なのは、非常に一般的なものを使うというという形のことが

無難なのかなというふうには思います。 

 

（永島副会長） 

でも、逆にピックなんか、それこそ自立度だと随分低くなっちゃうんじゃないです

か。 

 

（助川会長） 

えっと、重度になってしまう？ 

 

（永島副会長） 

軽くなっちゃう。 

 

（助川会長） 

 軽くなってしまう、と。 

 

（永島副会長） 

 そういうような気がします。素人ですから、私あんまりあれですけど。 
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（助川会長） 

 これはいつまで余裕があるんでしょうか。今日ほぼ決定しなくちゃいけないんでし

たでしょうか。 

 

（事務局） 

 ５月下旬の発送までには。 

 

（助川会長） 

 ５月下旬の発送までに間に合わないといけないということがあるわけですね。 

 

（小林委員） 

 ここの若年性認知症診断の手引きというページなんですが、これでしたらば医療機

関はともかくとして、家族会であるとか事業所さんであるとか、そういった方々が診

断するというふうに受け取ってしまわれないでしょうか。なおかつ、カッコの中の「認

知症の診断は以下の４点を満たすことと」いうふうにすると、さらに誤解を招くよう

な気がいたしますが。 

 

（助川会長） 

はい、わかりました。診断は医師しかできないということで、非常に言葉の使い方

で物議を醸し出すという恐れがありますので、やはりこれも非常に大事かもしれない

ですね。 

 

（土屋委員） 

 用紙の２で市町村に出すんですが、私もデータの状況は詳しくわからないんですが、

５６市町村は（２）を出されてわかるんですかね。おそらく特定疾患でいるというこ

とはデータ上、コンピュータからすぐ出てくるはずなんですけど、その方の任意等の

質問とか、こういうところというのはおそらく掴んでいないと思うんですよ。おそら

くケアマネさんとか密接に接してらっしゃる方はおわかりになると思いますが、あく

までも介護度別の管理ですよね。あとはドクターの意見書ぐらいですよね。どこまで

書けるのかな、ちょっと心配です。 

 

（助川会長） 

 そうですね。これは次のところで検討する、どこに調査を依頼するのかというとこ

ろと、ちょうど関連しているところの御質問でして、事業所かどこか市町村、地域包

括支援センターというふうになっていますけども、確かに市町村がこのような状況の

ところの回答ができるかというところが、やはり非常に難しいかもしれないという御

意見でした。 

 ざっくばらんに、どんどん気がついたら御意見いただけたらいいと思いますので、
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他に何かございますでしょうか。逆に家族の会では、若年性認知症の方のそういう定

義づけとか、そういうものというのは出してらっしゃいますか。 

 

（永島副会長） 

いいえ。もう６５歳以下で家族がおかしいと思ったら、診断があってもなくても私

たちは参加するだけですから、逆にそういうところで変だと思って皆さんの話を聞い

てやっぱりそうかと思ってお医者さんに行くとかありますから、別に認知症と名が付

かなくちゃ家族の会の会員にしないとか、集まりに入れないとか、そんなことは一切

ありません。もしかしたら鬱とか、そうした人たちが入ってくる可能性がありますけ

ど、別に家族の会は医療機関でも何でもないので。 

 

（助川会長） 

認知症の調査用紙の（１）のところで、「診断を受けていますか」という項目が入

ってないんですね。だから、Ｎｏ１、Ｎｏ２、Ｎｏ３というふうに年齢と性別と現在

の状態しか書いてないんですけども、まさしくそのリスクがあるわけですね。もしか

したら鬱かもしれない。だけど、認知症というふうなデータとしてピックアップして

しまうというようなところが、そこをどういうふうにしてふるい分けていくのかなと

いう問題点は、この調査票の中の大事なポイントの１つじゃないかなというふうに思

います。 

ですから、いまちょうど出てきた鬱というのが一番判別がつきにくいところで、こ

ういう形で鬱の人が混ざってしまったらデータとしての信憑性がどうなのかという

問題がありますから、ここで次に四角の欄を付けて、診断を受けている・受けていな

い、診断を受けて認知症ってなっているか・なっていないかの診断の有無ぐらいは項

目を１つ付け足したほうが無難かもしれないですね。データとして、いろんな意味で

クロス集計していくときに、ちょっとあまりデータがぶれるようであれば、診断を受

けた人たちだけをピックアップしたデータにするとか、そういう可能性を１つ永島副

会長がおっしゃっていたところで示唆していると思いますので、できればここで項目

を１つ付け足していただければありがたいと思います。 

 それ以外にも何かお気づきになったことはないでしょうか。 

 

（小林委員） 

 １もそうなんですが、２もそうかもしれないんですけども、把握している状況だけ

を書くようになっていますが、「把握していない」という項目もあって然りではない

かなと思います。それは１でも２でも言えるかもしれない。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。そうですね、「把握していない」という項目、結局そこま

で聞けていないという状態はありますので、イエス・ノー以外の状態、それが状況と
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して、要するに「わからない」と書くのか、何がいいですかね、言葉としては。「不

明」ですか。 

 

（小林委員） 

 １の場合はこの表ですよね。この表が要するに書けない状態にある。２のほうはそ

のものですね。この項目によっては、３、４、５は書けたけど６、７、８は把握して

いないとかというようなことで、項目にひとつひとつ、どうでしょう。 

 

（助川会長） 

１つずつ項目足していくというのでいいんですけど、言葉として「不明」ですかね、

「わからない」ですかね。 

 

（永島副会長） 

「不明」でしょうね。 

 

（助川会長） 

「把握していない」という言葉にするのか、「不明」にするのか、ちょっとその辺

は他の調査を見ていただければ、把握していない状況の言葉の書き方があると思いま

すから、１つずつそこで項目を増やしていただくという形でお願いします。 

 調査の（２）－９のところなんかは、「①ある」、「②ない」、「③不明」というのが

あって、ここだけ「不明」が１つ入ってますよね。きっと、「わからない」という状

況があるよ、というのは他の設問でも同じだと思いますから、そのような形に。 

 他にありますでしょうか。 

 

（鈴木委員） 

 さきほどの御意見で、若年性認知症診断の手引きということで、医師しか判断でき

ないんじゃないかというような御発言もあったんですけども、それからもう１つ、鬱

病がこの調査票に混じるのではないかという御意見もあったかと思いますが、この若

年性認知症診断の手引きというのは、ここに「以下の４点を満たすこと」と書いてあ

るんですけども、これは何か思うところがあってお書きになったと思うんですね。だ

から、これが正しければさきほどの鬱の人が紛れ込むというのはある程度防げると思

うんですね。 

逆に防げるような診断、というふうに変えないといけないのかもわかんないですけ

ど。ですからここを強化することによって、さきほどの鬱病の紛れ込みを排除するこ

とが可能ではないかと。それから、医師しか判断できないっていうんですけど、これ

がある意味で、ある程度オーソライズされた診断の方法であれば、別に特に医師でな

くても、あの人そうじゃないかなと思っている人、これ見ると該当する、あるいはし

ないという、ある種の選別ができるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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（助川会長） 

 確かに診断という言葉でこだわることも１つなんですけども、この中でこの定義づ

けが明確であればピックアップできるのではないか、という御意見ですよね。これは

何か、事務局のほう、若年性認知症の診断って、これはどこから？ 

 

（事務局） 

 厚生労働省が３県で行なっております調査票に付いていたもの、そのものを使いま

した。 

 

（助川会長） 

 そうですか。千葉県で作ったものではないというところを明確にどこかに入れてい

ただいたら誤解を与えないので、そこはやはり出典を書くのと同じような感じで書い

ていただけるとわかりやすいんじゃないかなと思います。 

 他にありますでしょうか。 

 

（永島副会長） 

 医療機関用の調査用紙は、これはお医者さんにやっぱりちゃんと見ていただかない

と、ここでちょっと入れるのは危ないというか、不安な気がしますので。そう思いま

せん？さっきいろんな話にも出ましたけども、ファストはやはりアルツハイマーに特

徴的なあれなんで、ここの設問２のところの状況を○で囲んでくださいというところ、

若年性認知症調査用紙と言いながら、アルツハイマー型に絞っているような印象があ

りますよね。この辺はお医者さんに言わせたら、何かいろいろクレームが付きそうと

いうかなんというか、そういうことがあろうかな、という気がするんですけど、もう

ちょっとここら辺はお医者さんの御意見を聞いて、もうちょっとこう。 

 

（助川会長） 

 わかりました。これはやはり委員会の中に医師会代表の宮地先生もいらっしゃるこ

とですから、やはりきちんと御意見を聞いて、確認作業をしていくということで。こ

の部分に関しましては、今ここでの決定はできないというふうに見なしてよろしいで

しょうか。きちんと御意見を聞いてから、というふうにしたいと思います。 

 私のほうから１つあるんですが、調査用紙の（１）なんですけども、（１）のとこ

ろで機関名、全部個別の機関名を書くということでやっていくという、一番上に最初

から機関名を書くようになってますよね。出したくないところは出さないかもしれな

いんですけど、機関名は果たして必要なんですかね。 

 

（事務局） 

集計をしていくうえで、どんなところに出して、どんなところから返ってきたとい
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うような目安になりますし、もしこの中で不明なことがあった場合に問い合わせ先が

入っているといいなということで、別に機関名はなくても問い合わせ先がわかればそ

でいいと思うんです。 

 

（助川会長） 

 実は機関名でも「さわやか○○」と書いてあって、それがどの事業所のタイプの、

誰が答えたのかという、そこまで書いていただかないとわからないんですよね。だか

らもしここに書くならば、その事業所種別をちゃんと○を付けてもらうようにしない

と、名前だけではいくつも持っているところはどこが担当しているとか全部違います

ので、たとえば居宅介護事業所、デイケア、認知症対応型って書いてありますから、

これは名前を書いてそこのところに○をしていただかないと、機関名だとか担当者だ

けではそこは判断できないと思います。ですから出したところのサービス種類のとこ

ろに○をするようにしていただいて、１のところから問い合わせるということを想定

して名称を書いたということですね。 

逆に２のところで聞きたいことが出てきたときに事業者名を問い合わせしてない

んですけども。 

 

（事務局） 

 １と２はセットで行くので。 

 

（助川会長） 

 １だけで返ってくることもあれば、１と２が一緒に返ってくることもあって、２だ

けで返ってくることはないよという想定なわけですね。わかりました。その辺は、ア

ンケートの書き方の手引き等はもう少し付け加えていただけるんでしょうか。２のと

ころでＮｏ．（ナンバー）って書いてあって線が引いてあるだけですから、その辺の

書き方ですとか、たとえば（１）の調査項目のところで１でいる場合には２に行って

くださいというようなアンケートの書き方の説明をもう少し加えていただかないと、

たぶん担当者はちょっと悩むような気がいたします。 

 それと、構成のやり方なんですけども、１－（１）の裏側に手引きをくっつけちゃ

ったんですけども、手引きは独立させたほうがいいような気もしますけども、皆さん

いかがでしょうか。アンケートの中で実際そういう手引きの部分が非常にわかりにく

くなってしまって、これは何だろうっていうのを理解するのに時間を取ったりします

ので、別添の手引きをご覧くださいと書いて、手引きは手引きで分けたほうがいいの

かなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。ファストの前に手引きを一緒

に書くみたいな形でやったほうが、資料の部分とアンケートそのものの部分が分かれ

るように思います。 

 

（永島副会長） 
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 家族会っていうのをどういうふうに把握をされていて、何箇所ぐらいの家族会に出

せるのでしょうか。私どもの家族会だけではなくて、たとえば安田さんのところだっ

て家族会を病院の中で持ってますし、それから私たちがうちの会に関係がないけれど

も、高井さんのところでも家族会あるんですよ。そういう、情報で知っているところ

だけに出すしかないですよね、家族会だったら。 

 

（助川会長） 

 対象先は次の議論でまたやりますので、まず調査項目のところを先にさせていただ

きまして。じゃ調査項目のところでよろしいですか。 

 

（小林委員） 

 たびたびすいません。「この方の発病はいつ頃ですか」と書いてあるんですけども、

これも誤解を招きませんか。若年性認知症と診られたのはいつ頃かと考える方と、脳

出血からそうなったっていうんだったらそのときを書かれるでしょうし、他に交通事

故に遭った日にちを書かれる可能性もあるわけで、この辺のところももうちょっと詳

しくお書きになったらいかがでしょうか。 

 

（土屋委員） 

医療機関のものを分けたのはわかるんですけど、程度の４区分だけが医療機関の項

目になるわけでして、あとみんな共通でしょ。医療機関に聞くのもこの４区分だけ分

けるのを聞くために出すってことなんですけど、何かこれあるんですか。何かもう少

し実際の先生とか、いま医療機関でどんなものが若年性の方の課題になっているか聞

くとか、私どもちょっとわかりませんが、こういう課題に対してもの忘れ外来とかに

統一してお願いするとか、せっかくここに問いかけるんだから、その辺ちょっと工夫

されたほうがいいんじゃないでしょうかね。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。本当に全く事業所に出しているものとオーバーラップして

ますので、医師からのいろんな意味で、たとえばもっと他に病気を持っているのかと

か、やっぱりその辺で書けるものをもう少し先生のほうに該当するような項目を検討

いただくということにいたしましょうか。医療機関と通常の事業所とで調査項目の差

がほとんどないというところで。 

 一番知りたいのは、本人が医師からその辺は告知しましたか、とか、私なんかはそ

ういうこと聞きたいと思いますね。医師のほうはちゃんと本人に伝えてありますか、

とか。結局、たとえば透析をやりながら若年性が発症したりすると、もうすごい大変

になるわけですし、他に病気ありますかとか、やはり医師に聞く内容をもう少し検討

するということで。 
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（永島副会長） 

生活上の困難っていうのは止めようという話になったんですよね、この前。もうち

ょっと事務的に、って言ったらなんだけど、そういう調査にしようというふうになっ

たのと違いますか。議事録まだ読み返してないんですけど。 

 

（今川委員） 

 できれば、どうせ調査するんだったら相談経路っていうか、誰がどこに相談に行っ

たとか、どこから紹介受けたとか、そういうこともわかるといいなと思います。どう

いう調査を目的としてやっていくかという中に、私たちが考えなきゃならないことっ

ていうのは、そういう連携のこととかっていうのも課題になってくるかと思うので、

相談経路なんかがわかる手段はないかなと思います。 

 

（助川会長） 

 それは、事業者も医療のほうも同じく？ 

 

（今川委員） 

 そうですね。 

 

（助川会長） 

 相談経路ですね。 

 

（永島副会長） 

 以前、若年性認知症調査用紙２の事業所・家族会・市町村・地域包括支援センター

用（案）の裏のページのところで、項目を追加して「他の若年性認知症の方との交流

がありますか」みたいな項目があったらいいなと思ったんですけども。若年性認知症

ってすごく孤立しているんですよね。誰も身の回りに若年性の人なんていなくて、家

族の会なんかもここで初めてそういう人に出会ったっていう人が多いので、そういう

交流とか情報をどんな手段で入れてますかとか、インターネットや何でも、そんなよ

うなことも聞けたらいいなというように思うんですけど、どうでしょう。 

 

（助川会長） 

 では、その項目をまた少し検討していただいて、考えていくということで。 

 他に何かございますでしょうか。 

 

（菅井委員） 

 医療機関用（案）のところで、自立９、１０という項目があるんですけれども、な

かなか私たちケアマネジャーたちが主治医の意見書をいただいたりしたときも、主治

医の先生が細かにサービス内容とか、サービスに結び付けるときの経緯とかがなかな
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か理解されないというところが、ケアマネジャーとしてけっこう大変なところであり

まして。 

うちの市町村のほうでも大きい病院になればなるほど意見書と調査票にけっこう

ズレが生じている状況があります。ケアマネジャーが申請時に情報を添付するんです

が、そういう情報が主治医まで流れたほうが、どういうサービスを使っていくとか、

どういう状況にあるということがわかっていいんじゃないかというところで、市のほ

うと今、連絡を取り合っている状況なので。よく理解されている先生はよくこの辺お

わかりになるかなと思うんですが、なかなかこう統一して、ということになりますと、

この辺の８、９、１０あたりの項目は難しいかなというふうに思います。 

 

（助川会長） 

 わかりました。そうですね。やはり特に若年で、もしかしたらあまりサービスに結

びついてもいない方もいらっしゃるだろうし、そして医師のほうがやはりここまでな

かなかわかってらっしゃらないという現状はとても多いと思いますので。どうしまし

ょう、そういうところも踏まえて医療機関用に分けたほうがいいんであれば、やはり

そういうところをもう少し浮き彫りにする項目を出していく、という考え方で整理し

ていったほうが、全く同じ項目を医療機関とこちらに聞くということだったら、わざ

わざ分けなくてもいいわけですから、その辺をもう少し整理していくということで、

よろしくお願いします。 

時間がございませんので、次に検討していただきたいのは、調査対象のところにな

ります。今日の次第の２ページ目のところを見ていただきまして、最初に御説明にあ

りましたように調査対象のところがここに書かれておりまして、千葉県介護支援専門

員協議会は、個別のケアマネジャーに対して出すという形です。それから、居宅介護

支援事業所は同じくケアマネジャーですけれども、事業所としてケアマネジャーが仕

事しているところに出していくということで、ここは、もしかしたらかなりオーバー

ラップしてしまう可能性はあると思います。 

居宅介護サービス事業所は、若年性の方がもし最初に使うとしたならば訪問介護と

かデイケアとか認知症対応型デイサービスとか認知症対応型老人共同生活援助事業

（グループホーム）の考え方、それと家族の会、医療機関としては物忘れ外来とか老

人性痴呆疾患センター、それから市町村の職員窓口、それと地域包括支援センター等

が挙がっております。数もすごく多いことですので、ちょっと皆さんから御意見をい

ただいて整理して、対象者の選定、どういうところに出すかというところを検討して

いただきたいと思います。いかがでしょうか。先ほど永島委員が言いかけたところを

もう１回整理させていただきたいと思いますけれども家族会と書きますと各機関で

持っている家族会がいっぱいありますので、家族会と書くことでちょっと混乱が生じ

ているようですがいかがでしょうか。 

 

（事務局） 
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これは、認知症の人と家族の会を「家族会」と書いております。 

 

（助川会長） 

ということで、調査用紙に書いてあります家族会は、認知症の人と家族の会と認識

していただくことでよろしいでしょうか。通常いろんなところにおかれている家族会

とは意味が違いますということで、１箇所出せば、家族の会の会員に行くという認識

でよろしいですね。 

他にいかがでしょうか。 

 

（鈴木委員） 

 ここに書いてあります数字は、どこから出てきたのでしょうかということが１点で

す。それともう１つは、例えばある若年性認知症の方がおられたとして、ここに書い

てありますケアマネさんの居宅介護支援事業所で対応しているいるＡさんという方

がおられたとしまして、Ａさんはたまたま訪問介護を受けていましたと、そうします

と、訪問介護事業所のほうからもＡさんが挙がってくるわけですね。それからデイケ

アも受けていらっしゃって、またＡさんが出てくるということになるわけで、言いた

いことは、同じ人が各事業所から出てくる可能性が十分あるわけです。その辺の対応

はどのように考えたらよろしいのでしょうか。 

 

（助川会長） 

 今、鈴木委員から非常に大事なポイントが出てきましたけれども、いかがでしょう

か。居宅介護支援事業所と居宅介護サービス事業所の中でも、訪問介護とデイケアと

認知症対応型デイサービスに関しては、オーバーラップしてしまうということが指摘

なんですね。どう考えていくかというところでちょっと御意見をいただきたいと思う

のですがいかがでしょうか。 

 

（土屋委員） 

 対象先だけ分離して話してしまうというのはなかなか難しいこととは思うのです

が、いわゆるどこで何を聞くかということの整理だと思うんですよ。この前の会議で

すと正確な数の把握ということは考えていませんよ、というお話でそれは分かります。

そうしたら市町村の窓口で何をいったい聞くのか。例えばケアマネ事業所から紹介を

してもらってきた場合、どこまで掘り下げて聞けるのか。物忘れ外来に尋ねるとか、

医療面でどこまで聞けるのかとか、そのお尋ね先と聞きたい事項があるはずなんです

ね。ですから、鈴木委員がおっしゃった介護者の重複ということは当然あるわけなん

ですけれど、まとめるイメージというのがちょっと分からないんですけれども、それ

によって当然ながら聞かなくてはいけない項目というのは自ずと出てくるのではな

いかと思います。 
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（助川会長） 

 ありがとうございました。今、非常に大事な指摘がありまして、聞き先によっては

当然聞きたい事項が変わるということは、さきほどおっしゃられたとおりに、医療の

部分だったら同じ質問項目ではなくて違う項目が入ってくるだろうというようなイ

メージで見ていただければ整理しやすいと思うのですが、例えば最初のところで居宅

介護支援事業所と居宅介護サービス事業所でいくつかオーバーラップするかもしれ

ないけれども、そこで最初から集計のときに分けてしまえば、当然回答の時には、数

としてはオーバーラップしなくても済むということもありますし、数の正確な把握と

いう意味でやるのではなくて、実態を把握しようという内容でやってますので、そう

いう意味では、オーバーラップに関しましてはその辺で整理が出来るのかな、という

ことでお話が前にも出ていたのかなということを思い出してきました。 

その次に聞きたい事項がそれぞれ異なっている問題に関しましては、いかがでしょ

うか。調査用紙１と２を分けたのは、そのためで、第１段階と第２段階を分けていら

した場合に第２段階で深めていこうという考え方でやっていたと思うんですけれど

も、この第２段階でその状況をもう少し深めていこうといったときにこの項目でサー

ビス事業者の方も、例えばケアマネさんの方もこの項目で実際的にその状況が浮き彫

りになるかどうかというところですね。それと調査対象依頼先が妥当であるかという

ところと兼ね合わせで、御意見をいただけたらと思います。たくさんやればいいとい

うことではないということが大事なポイントだと思います。 

 

（仲野委員） 

 この調査をして、最終的に何が目的かというところも大事なところであると思うの

ですが、若年性認知症の方が実際に困っていることとかも、何につなげていくかとい

うことが必要であれば、調査項目のところに受けているサービス以外で、受けていな

い方もそうなんですけれども、何が欲しいのか、どういったサービスがこれから欲し

いのかという、ちょっと記述式になってしまうんですけれども、そういう項目を入れ

ていただけると今後に繋がっていくのかなと思います。 

 

（助川会長） 

 この１１番の自由記載の中に入れたりとか、または困っている点とかそういうふう

にして１項目を挙げてみてもいいということですね。ありがとうございます。はい、

小林委員。 

 

（小林委員） 

 この４のこの方の職業は、というのは、これはこの方の現在の職業なんでしょうか、

それとも元の職業なんでしょうか。要するに、若年性認知症でありながら公務員を現

在続けていると回答するんでしょうか。 
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（土屋委員） 

 その辺が一番問題だと思うんですよ。いわゆる若年性だと皆さんお仕事をお持ちで

すよね。それが発病したことによって離職したのかしないのか、そういう若年性に絡

む課題というものがあると思うんですよね。だから何をどう聞くかとういことが問題

なので、残念ながら離職してしまって、そうして生活難に入っていくわけですよね。

その辺のところで何を聞くのかな、ということが結構ポイントなのかなと思うんです。 

 

（助川会長） 

 調査項目の立て方のときに、職業は？と聞いてしまったら職業によって発病するの

かしないのか、そういった問題になってしまいますので、そうではなくて今おっしゃ

っていたように発病したことによって、現在も仕事を続けているのか、離職したのか

とういうような設問項目をつけて、それで現在及び元の職業はなんですか？というと、

辞めていても辞めていなくても何をしていたのかというところが聞かれますので、そ

ういう項目の立て方、そうすると離職をしたという方には障害年金等が絡んできて、

経済的な問題の困窮が見えてくるだろうというところを意味してるわけですよね。 

そうすると、まだこういうふうにやっていきますと、とりあえず１１項目にしまし

たけれども可能性としては２０項目ぐらいいきそうな感じがしますが、必要なところ

はきちんと付け加えていただければと思います。 

 

（脇本委員） 

ドラスティックな改革という、自分も試案を作ってきましたので参考までに、よろ

しいでしょうか。 

 

（助川委員） 

 調査対象者のところで、介護支援専門員協議会と居宅介護支援事業者をオーバーラ

ップして２つのところに行くかどうかというところは、どちらかに整理したほうがい

いような感じがしますね。介護支援専門員協議会のところには、実際、現状でケアマ

ネをやっていない方たちまで入れるというところがあって、それで個人会員制となっ

ておりますので、介護支援専門員協議会に出しても、もしかしたら該当しない例の方

が増えてしまって、数としてはせっかく出してももったいかもしれないなと思います

ので、逆に居宅介護支援事業者と家族の会で全然受けていない人たちがピックアップ

できるというふうに思ってもいいんじゃないかなと思います。 

他に対象のところで何か御意見がありますでしょうか。医療機関はこんな形のとこ

ろでどうでしょうか。少なすぎませんか。全体として、医療機関として物忘れ外来が

１２箇所程度、老人性痴呆疾患センターは７箇所でしょうね。全部で１９箇所のデー

タで大丈夫でしょうか。皆さん、御意見をいただければと思いますがどうでしょうか。 

 

（菅井委員） 
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 物忘れ外来は、インターネットで調べたところ、１２箇所なんですね。調べたとこ

ろ以外にも大きな病院でもそのような外来があるようなので、これはしっかりと調べ

てみないと分かりませんので。 

 

（助川委員） 

 物忘れ外来まで行っていない可能性の方たちをどうピックアップするのかという

ところじゃないかなと思うんですね。これは、宮地委員がいらっしゃらないので医師

会等の御協力とかですね、そういうところがしていただけるのか全然分からないので

すが。 

 

（安田委員） 

 うちの病院でも物忘れ外来に来ないで、神経内科とか、脳外科、精神科、わりと脳

外科に行ってたりする人もいますね。脳外科、若しくは神経内科がある病院にしたら

結構広くなります。 

 

（助川会長） 

 病院なのか、医師会なのかと言ったのは、病院というのはどの担当科にどのように

このアンケートが回されるのかということで非常に回答率が低くなってしまう可能

性があるということが１つ、医師会は個人病院・医師の集まりですから、かなりそう

いう意味では、病院とは違う特徴がありますので、その辺を今度、宮路委員のほうと

ちょっと検討していただいて、これだとせっかく医療機関向けって言っていても、あ

まりにも数が少ないと果たして出てくるのかなという心配がありますので。では、今、

脇本委員が考えてきてくださいましたところを脇本委員から御説明いただけますで

しょうか。 

 

（脇本委員） 

 御参考までに前回副会長から若年性認知症のこの本で浮かび上がってくるような

書き方が出来ないかというようなことで、この本と結果調査を見ながら一応項目とし

て揉みました。属性はこれでいいかどうかは別として、一応、介護者の状況も入れた

ほうがいいかということと、あと介護状況ですね。発症に気付いてからどこに相談を

したか、あるいは、出来なかったか。あるいはその後の生活状況をどのようにしてい

るか、どういう部分で困っているのかという部分と利用できた部分と利用できなかっ

たけれども、こういうものがあれば後から考えると助かったとそういうものが浮かび

出てくるといいのかなと思って、今日、こういうふうに羅列させていただきました。 

 

（助川会長） 

 ちょうど先ほどからの指摘事項のところで、出来たことと出来なくて困ったことと

いうことがちょうど入っていると思いますが、（３）番目の負担感というのはどうい
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うことでしょうか。 

 

（脇本委員） 

 これは、ちょっと焦点と違うところなので除いてください。 

 

（助川委員） 

 かなり項目的にはオーバーラップしているものもあれば、新しいところもあります

ので、これを今ある項目とちょっと付け合せていただいて、新しい項目をどのように

するのかというところで、また整理していただければと思います。議論の中で今日出

てきている議論をまとめるという作業は非常に大変になるなという感想を持ってお

りまして、ただやはり私たちが１年間かかってやってきたものをこういう形でアンケ

ートを出し、なおかつ中間報告で事業の内容を明確にしていくというのは、私たちが

せっかくやってきた１つの区切りでありますので、これからちょっと皆様方、私も含

めてですがインターネットで活発な御議論をいただきまして、事務局にあまり負担感

がないような形でお手伝いしながらまとめさせていただければいいかなというふう

に思います。 

今日はちょっと医療の部分で、宮地委員もいらっしゃらなかったこともあり、ここ

で決定できないことも多い内容になりましたので、ちょっと事務局の方で、日程的に

いつ頃までに何をというものだけを出していただきまして、皆さんからの御意見をい

ただきながら、調査の対象者は、実際的に５月末に出さないと日程的に間に合わない

ということもありますので、ケアマネの部分は居宅の方だけで十分だと思いますので、

そこでちょっと決定させていただいて、あと居宅介護サービスの方は、これでよろし

いですか。やはり訪問介護とデイケアが入っていますのでデーサービスはなくてもよ

ろしいですか。また、そういうところも考えていただいて。 

ちょうど介護保険室との話は？ 

 

（事務局） 

 ６月の初めには発送に入るようです。 

 

（助川会長） 

 ６月の初めですか。じゃあ、本当に５月中に全部出来上がっていないと無理という

ことですね。ちょうど６月に集団指導する関係がありまして、全事業所に介護保険室

からちょうど通知を出すことになっています。そこにちょうどこれが入っていけば、

選んだ業種の全事業所に入りますので、出すところのルートが確保できるのかなと思

いますので、５月２５日の金曜日じゃ遅いですか。２５日の金曜日までに皆で意見集

約するのでは遅いでしょうか。事務局の作業量を考えていただいて、私たちもそれに

合わせていきたいと思いますので。もっと早いほうがよろしいでしょうか。 
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（事務局） 

 確認なんですが、調査対象は居宅介護支援事業所と認知症の人と家族の会でいいで

すか。 

 

（助川会長） 

 これは、もう決定できると思います。 

 

（事務局） 

 あと医療機関をもう少しどうしようかということですか。 

 

（助川会長） 

 居宅介護サービス事業所も入れてもいいと思います。この訪問介護事業所とかこれ

も入れてもいいと思うのですが。 

 

（事務局） 

 居宅介護サービス事業所これも含めてということで。 

 

（助川委員） 

 その代わり１のところとか２のところで種別が明確になるように、ちゃんとこの書

いてあるものでちゃんと○をつけるようにしておけば、それで検索をかけていくとき

に。 

 

（事務局） 

当初、担当が言ったと思うんですが、実は予算がないんですね。切手代が８万円程

度あるだけで、全部で４，０００箇所ありますので、事務局としては、返信用の封筒

が入れられないような気がしているんですけれど。例えば返信用封筒ということでは、

ＦＡＸで回答ということはどうでしょうか。 

 

（助川会長） 

いない事業所に関しましては、調査票の（１）だけが戻ってくる形になります。該

当者が居た場合には、（２）の調査票も書いて送ってくることになるんですね。とこ

ろが、通常だったら１事業所に１人か２人位までかなと思っていたら５人いらっしゃ

る事業所もあるということですから、そうなってくると５人分×（２）の調査票です

から１０枚になるんですね。果たしてそれでＦＡＸで大丈夫かということになるんで

すが、実際的には私の感触ですけども、文書でこうやって書いて郵送するよりもＦＡ

Ｘで流す方が事業所関係は、意外と慣れているのではないかなと思うんですけれど、

いかがでしょうか、鈴木委員、事業所なんかは。 
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（鈴木委員） 

 どちらでもあまり変わらないと思いますけれども、ＦＡＸの方が手軽といえば手軽

だと思います。ただ、最近、事業所からも書類のやり取りはＦＡＸはあまり使わなく

て、郵送等が多くなってきているので、受け手が県になるわけですから、問題はない

と思いますけれどもちょっとその辺の心配はありますね。ＦＡＸが返ってきていろい

ろな人に見られてしますとか、その辺の情報関係の問題をどう考えているかというこ

とですね。 

 

（助川会長） 

 最初に述べましたようにこの調査の中には確実にプライバシーが漏洩しないよう

な形で全部処理をしたものを送るということになっておりますから、それは最初のと

ころで個人情報に基づいてという手紙文ですよね、他に御意見ありますか。 

 

（滑川委員） 

 例えば、該当者がいない事業者の場合、個人情報も何もないのでＦＡＸで、該当者

が居らっしゃる事業所の場合は、郵送で送ってくださいという一文を入れるとか、や

はり間違えてＦＡＸがどこかに届いてしまう可能性があることを考えると、ＦＡＸと

いうのはすごく怖いなと思います。 

 

（助川会長） 

 はい、分かりました。一つ案が折衷案みたいに出まして、（１）で「いない」とい

う事業所に関してはＦＡＸで「いない」と送るだけですから、それで、いた場合には、

具体的なところが入ってくるので郵送にするということで。 

 

（事務局） 

 そういうのは郵送してくれるんですかね。普通でしたら切手を貼った返信用封筒を

同封してやるんですが。 

 

（小林委員） 

後納にすればいいんですよ。 

 

（事務局） 

後納にするにしても、予算が８万円程度しかない。４，０００箇所やって、そのう

ちの何割が返ってくるか分かりませんけれども、それで足りるのかなという心配がち

ょっとありますので。 

 

（助川委員） 

４，０００箇所あって、８万円分というのはいくつ分あるんですか。１，０００通
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分くらいですか。 

 

（事務局） 

居ないところはＦＡＸで、居るところは返信用封筒で返してもらえば、４，０００

のうち「いる」という回答のところが１，０００位であれば足りるんですよ。 

 

（助川会長） 

 イメージとして、若年性の方が１，０００も回答例が返ってくるかどうか考えたと

き、まずいないとは思うんですけれども。結局、いる場合のみの回答で、後納でやっ

てもらうという形にしたときに、「いる」と答えた事業所が１，０００を超えるかど

うかという検討ですね。イメージとして、いかがでしょうか。これらのところで１，

０００箇所の「いる」という回答が返ってくるかどうか。 

 

（今川委員） 

 居宅介護サービス事業所は、居宅介護支援事業所のケアマネさんのケアプランを頂

かないとサービスを提供しないので、居宅介護支援事業所だけでも逆にいいのではな

いかなと思いますが。 

 

（鈴木委員） 

 私もそう思うんですけれども、さっきの私のダブりの話も防げると思うし、そうい

う予算上の制約があるのであれば若干抜けるかもしれないんですけれど、居宅介護支

援事業所関係だけに送れば、あと家族の会は別ですけれども、何とかなるんじゃない

かなと思います。 

 

（滑川委員） 

 このアンケートの中身を見ると、「受け入れを断ったことがありますか」とか事業

所サイドに問題を投げかけている部分があるんですよね、そう考えたときに、ケアマ

ネに聞くのではなくて、事業所に聞いたほうがいいのかなと思います。ケアマネの事

業所ではなくて、サービスを提供する事業所にアンケートを取ったほうがいいのかな

というのと、このアンケートの目的がいろいろと重なったり、はっきりしていないの

で、明確にならないとダブりのところの整理ができないのかなというふうに感じまし

た。 

 

（今川委員） 

 相談という部分での実態把握という形になったら、地域包括支援センターもありま

すけれども在宅介護支援センターも地域の相談窓口になっているし、地域包括支援セ

ンターは１箇所とか３箇所とか、まだそんなに動いていないところもあるので、地域

包括支援センターにかけるのであれば在宅介護支援センターにも調査をかける必要
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があるのかなと思います。 

 

（助川会長） 

 確かにこれは先ほど土屋委員がおっしゃったこととも完全にオーバーラップしま

して、聞き先と聞きたい内容とは連動していることなので、居宅介護支援事業所、つ

まりケアマネのところだけやったら（１）のところの３の項目が全然該当しなくなっ

てしまうんですよね。これは、事業所に聞いている内容なので、そこをちょっと整理

させていただいてよろしいですか。居宅介護支援事業所はケアマネがケアプランを立

てるところで、介護サービスを提供する事業所はケアマネの依頼の元にそのサービス

を提供することになりますから、一応ケアマネの方に把握すればサービス事業所で起

こっている状況とか、それから断られたこともケアマネは明確に分かるわけですから、

そういう意味で介護保険の要であるケアマネのところに聞くという考え方でよけれ

ば居宅介護支援事業所に聞いて、そこで整理をして介護保険にかかっているのはここ

で把握が出来る。 

介護保険制度にまだ乗っていない方に関しては、家族の会とか医療機関でピックア

ップをしていくということで整理をさせていただいてよければ、数の問題もあります

ので、まず最初の千葉県介護支援専門員協議会は省きます。その次の居宅介護支援事

業所の１，５００は活かします。居宅介護サービス事業所はケアマネが代弁をしてく

れているだろうということで省いて、あと、家族の会と医療機関、それで市町村の窓

口は土屋委員がおっしゃったように事例的にはとても書けないので、これは省かして

いただくという形になって、実際、一般相談として受けている可能性のある地域包括

支援センターと在宅介護支援センター、これを付け加えて整理をするということにな

ると、数的にもかなり整理がつくような感じがいたしますが、皆さんの御意見を代弁

させていただいた形ですがいかがでしょうか。よろしいですか。 

では、一応そのような形で、まず、調査対象先を決めさせていただきましたので、

設問の項目がそれに合うようにもう１回検討していただくということで皆様に送っ

ていただければと思います。最後にちょっと長引きましたが、やはりいいアンケート

を取るということで、そのように整理させていただきました。では、今日の第１３回

認知症対策研究会の内容はこれで一応終わりまして、その他のところで検討事項があ

ったとしたらどうでしょうか。もう、よろしいでしょうか。 

それでは、次回の話をお願いします。 

 

（事務局） 

 次回は、この調査票が完成すれば６月に発送・取りまとめを行いまして、６月の末

に１回調査結果の報告をする予定でおりますが、これが若干伸びた場合は、７月の初

めに調査結果の報告ということになります。 

 

（助川会長） 
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予定では、私の手帳では６月２５日が予定で入っていると思います。だいたい最終

の月曜日の夜という形で、６月２５日とか７月２３日という形で話が来ていまして、

予定通りの手順でいけば、そのあたりで次回を開催したいと思います。実は、その他

のところで、１９年度実施する事業についての少し話し合いに入っていかないと事業

がずれ込んでいくのがちょっと心配だなということがありますので、６月には１９年

度に行う予定の事業についての御意見も皆さんからいただいて、議題になりますので。

例えばメモリーウォークをどうしようとか、そういうところを皆さんから御意見をい

ただいて、実施をいかにスムーズにやっていくかというところもお話ししていかない

といけないと思います。この報告書が出てきますと、その他の方からどのようにする

んだということは必ず言われてくると思いますので、そこまでやってみて検討してい

くということは入れていければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

これで、第１３回の研究会を終わりにさせていただきます。お疲れ様でした。 


