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第１４回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１９年７月９日（月）午後６時３０分から９時００分 

２ 場 所 県庁本庁舎５階 大会議室 

３ 出席者 助川会長、永島副会長、石井委員、今川委員、黒田委員、小林委員、 

菅井委員、鈴木委員、高井委員、土屋委員、仲野委員、浜詰委員、 

平野委員、宮地委員、安田委員、山尾委員、脇本委員（以上１７名） 

      （欠席：石元委員、酒井委員、出口委員、滑川委員、山口委員） 

４ 内容 

（助川会長） 

 皆さん、本当にお仕事終わってからお疲れ様でございます。実はこの認知症対策研

究会の中の今年度のとても大きな事業であります若年性認知症のアンケート調査が

いよいよスタートいたしました。私も少しずつ速報の話を聞いて、思っていたよりど

んどん戻ってきているという結果が出ているそうなので、非常にわくわくしていると

ころです。なかなか他の県では取れていないということですから、千葉県のほうでは

非常に本格的なデータになるかと思います。 

 では早速、若年性認知症の第１次調査結果につきまして、事務局のほうから御説明

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 では議題１の若年性認知症第一次調査結果です。資料Ⅰになります。 

５月の末に若年性認知症の人がいますか。いましたか、その方の年齢・性別・診断の

有無・現在の処遇についての質問用紙を 居宅介護支援事業所１３２２箇所、在宅介

護支援センター２１３箇所、地域包括支援センター６８箇所、認知症の人と家族の会

宛に発送いたしました。 

 １ページの速報値をごらんください。１、返事をもらえた箇所数です。 

居宅介護支援事業所の実際の発送数は１３２２ですがそこの発送数は１３２７にな

っています。これは発送名簿には見当たらないところとか、回答発信者不明の数を足

したので１３２７箇所です。回収率は約５９パーセントです。 

 地域包括支援センターも実際の発送数よりこの表の発送数は増えています。 

 逆に在宅介護支援センターは回収率が２６パーセントと悪いのは、在宅介護支援セ

ンターと居宅介護支援事業の併設のところは居宅に数を計上したことと在宅から地

域包括に変更したところや、廃止届けは出てないものの、実際に機能していないとこ

ろが多いのではないかということが理由のひとつだと思われます。 

発送したのが５月下旬でして、６月１日時点での調査では２６箇所は確実にへってい

ます。 

２は．該当者がいましたよという箇所数です。 
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 居宅が 256 箇所、地域包括が 26 箇所、在宅介護が２３箇所が該当者ありの回答で

した。 

次に 3番を飛ばして 

４番が若年性認知症の方の人数です。居宅４１１人、地域６２人、在宅４２人です。

計 515 名。 

この居宅４１１、地域６２、在宅４２は、多少のダブりがあると思われます。 

ケアマネさんと地域包括支援の両方にかかわりのある方がいらっしゃるのではない

かと、思われますので、二次調査の個別調査で、居宅介護支援事業所宛にお出しする

分には、その方が地域包括支援や在宅介護支援に関わっていた人か、どうかの質問項

目を設けてあります。そこである程度ダブっている数が分かるのではないかと考えて

おります。 

５認知症の人と家族の会は 

該当者２８名です。 

 次のページに行きます｡該当者を年齢別・男女別に集計しました。居宅介護支援事

業所分です。 

３０代は３９歳男女１名ずつです。現在の年齢です。 

次のページは居宅介護の年齢別・若年性認知症の診断の有り無しです。 

次のページが居宅介護、年齢別処遇別 

です。こちらは複数選択があります。 

次のページは居宅介護、処遇別男女数です。 

次が市町村別の男女別人数のグラフ、 

その次のページは６０歳未満の方を拾い出した市町村別の人数です。 

以上が居宅介護支援事業所で、次の 8ページからが地域包括支援センター 

次の次 10 ページ 11 ページが在宅介護支援センターとなります。 

   

以上、第一次調査結果の概要です。 

 

（助川会長） 

 皆さん、２ページのところで、なんで９０歳以上の年齢が書かれているのだろう、

若年性の調査なのに、と思いませんか。それは何か。 

 

（事務局） 

 これは、現在の年齢を書いていただいたので、もしかしたら若年性で何十年も経っ

たっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、あとは中にはただの認知症と勘違い

をされているところもあるのではないかと思います。この辺は２次調査に出してみれ

ば「発病はいつですか」とお聞きいたしますので、これでわかってくると思います。 
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（助川会長） 

やはりこういうアンケートのときには、数字の大事な部分が勘違いで書かれた数字

に引っ張られたりしますので、これは２次調査でしっかり精査しなくちゃいけない部

分なんじゃないかなと思います。他に何か御意見ございますでしょうか。 

 では皆さん、予想していた数と多いと感じられますか。それとも少ないと感じられ

ますか。いかがでしょう。このデータからいきますと３０代～３９歳の例がみられる

ケースもありますし、若年性といってもすごい若いうちに発病なさっているんだなと、

こういうのもすごい貴重なデータだなということもありますし、やはりピーク的には

６０代前半がピークなのかなというのがわかると思いますが。在宅にいらっしゃる方

が思っていたよりも多いというのも、これは非常に生活上の障害が可能性としてあり

ますので、２７０件が在宅にいらっしゃるというのは、すごく貴重なデータなのでは

ないかと思います。 

いま少し解説させていただいておりますのは、そういうところを皆さんと共有化し

たあとで、２次調査の項目を今日検討していくということがありますので、やはりこ

の１次調査のところを少し共通理解したうえで２次調査、こういうところをもっと精

査するべきじゃないかというところを、次のときに御意見をいただくといたしまして、

皆さんとお話しをしているわけです。 

 

（今川委員） 

 割合が多いのかどうかわからないですけども、やはりきちっと診断を受けてらっし

ゃる方と、診断なしの方がやっぱりいらっしゃって、そこらへんの判断基準なんかが

気になりました。 

 

（助川会長） 

 ３ページのところで、「診断あり」の方が３４６人ということで、思っていたより

も診断を受けてらっしゃる方のほうが多いと。若年で発症すると、やはり御家族はお

困りになって診断を受けるということのほうが多いのかな、というところがここで窺

われる感じです。 

 

（宮地委員） 

 質問１ですね、いま９０歳というのを見かけたので勘違いしてるのかなと私は思い

ましたけども、一応質問では６５歳未満の人で且つ５年間という１つの質問をしてま

すので、そうすると６５歳以下はまず取って、それから５年間だから７０歳ですね。

その辺のところで６５歳と７０歳という線を引くと、数が出ると思います。それ以上

は少なくとも質問では無いということですね。 

 もう１つは、現在、実際に居宅介護支援とか地域包括支援センター等で、結局で何

人ぐらい全体でいるのかどうか、ちょっとわからないですね。数的には４百何人と出

てますよね。そうすると、数多い事業所の中では転院というのはわかっているわけで
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すから、１つの調べに入る。そうすると全部足してその中の何百人いましたよという

のがわかるともう少し正確なデータかなと思います。 

 

（助川会長） 

 先生がおっしゃっているようにベースとなるデータがありますから、そこから明確

にどのくらいいるかという事業所単位のものを出すということが１つと、あとクロス

集計で診断の有り無しが、居宅介護支援事業所とか地域包括とか在宅のそれぞれで分

けていくということでもう少し見えてくるものがあるかなと思います。他にどうでし

ょうか。もう全部入力されていれば、その集計は可能ということですね。 

 一応考え方としては居宅介護支援事業所の４１１人はベースとしているだろうと。

これはもう存在しているということで大丈夫だと思いますね。それで、この４１１人

とその他の１０４人とが、どのくらいダブっているかということになると思います。

全くダブらない人もいる可能性があるんです。サービスは拒否とか、サービスは利用

してないとかいうこともあるので。だから、４１１プラスダブらないで全く居宅介護

支援事業所にかかってない人がいるかという数を、２次調査で精査していくというこ

とでよろしいでしょうか。そういうダブリのところが精査されてくると、正確な数に

なるかなと推測できます。その中でクロス集計で診断の有無をもう１回確認をしてい

くということでよろしくお願いします。 

 あと、所在のところは在宅が多いということで、皆さん何か在宅から出てくる問題

点等が考えられると思いますけども、そのへんいかがでしょうか。在宅の方々が半数、

５０％以上が在宅ですよね。男性も女性も５０％以上が在宅ということは、これはや

はり介護者の観点からいっても、若い方がこれだけ在宅でいらっしゃるというのは、

かなり大変だなというふうに推察されます。 

 市町村ごとの集計はいかがですか。 

 

（鈴木委員） 

 市町村ごとの集計で、これを見ますと、船橋とか松戸とか市川とか結構多いように

思いますけど、たぶん人口が多いから多いんだと思います。ですから、対人口比とい

うか、人口対出現率を出してみると大体同じような数字になるのかなと。差が出るの

かもわかりませんけども。これだけ見てると船橋とか松戸とか市川は若年性認知症の

方が多い、という表面的に思えてしまうので、人口比率というのも併せて出したほう

がいいと思います。 

 

（助川会長） 

 確かにそうですね。都市部で人口５０万とか、それ以上の都市部では当然それだけ

出現するわけですから。千葉市は分散されてますので、全域で見るとかなりの人数に

なるということで、区に分かれていますので。 
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（平野委員） 

 いまの市町村別ですけども、６０歳未満で頭打ちされていますけども、６０歳以上

６５歳未満の方は、どうしたらよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 その前の６ページが全員の数です。この中から特に若いと思われる６０歳未満の人

を抜き出したのが７ページになります。 

 

（助川会長） 

 そうすると全体数は６ページに書いてあるということですね。出現率を考えないで

絶対数として何人いるかというところでは船橋市が一番多くて４３名ぐらいですか。

それから松戸が３７名ぐらい。市川が３３名ぐらいという数字です。今回非常に思っ

たのは、男女差があまりないですね。高齢者の場合は大体２対１ぐらいで、３分の２

が女性で３分の１が男性みたいなイメージがありますけど、半々みたいなイメージで

すね。思っていたよりも男女差がないというのは、おもしろいデータではないかと思

います。 

 

（宮地委員） 

 ６ページは全部を取ったでしょ。９３歳まで。それがどうして突然７ページにいく

と６０歳未満になってしまうんですか。６５歳なら何となくわかりますけど。 

 

（事務局） 

調査票を集計していて、割と若い人が多いと思ったものですから、６０歳未満で出

してみただけです。６５歳以上ということであれば、それなりの表ができます。 

 

（助川会長） 

 では、１次調査の整理の仕方としては、やはり６５歳というのが１つの基準で、６

５歳未満ということで、１本のラインを取ってデータの整理をしてみるということと、

さっき宮地委員のほうからありましたように、過去５年間に遡るということですから、

７０歳が１つのラインという形で考えて、それ以上のところは１次調査のデータから

は、大体１１人ぐらいしかいない。７１歳以上を不明まで入れまして１１人ですね。

そうすると総計で４００ぴったりになると思います。そこで２ページのところの７０

歳までで集計をしなおしてみると。これを加工するか２次調査で活かすようにするか、

そこはまた考えますけども、１次調査で集計するときにはそういう形でもいいかもし

れません。 

 

（黒田委員） 

 総数では４００いくつという数字が出ていますけども、各市町村で見ると１人から
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多くて船橋市とかで４０何人ですけど、ピアカウンセリングだとか、同年代同士での

サービス展開とか、そういったものの実態調査を考えていく場合に、同年代でどのく

らい地域に仲間がいるのかという把握までできたらいいのかなという中では、いまの

７０歳以下で集計するという中で、さらにその内訳として例えば１０歳単位程度で各

市町村に何人ずついるのかということで、各市町村だけで考えると人数が少ないので

そのへんもデータとして難しい部分もありますけど、そういったものもわかるといい

のかなと感じました。 

 

（助川会長） 

 とてもおもしろい意見ですね。なぜかと言いますと、私農村部にいます。農村部で

はこの世代すごく少ないです。都市部は団塊の世代が多くなるわけですから、非常に

母集団が大きくなるわけですよね。ですから、そういう意味で都市部と農村部の母集

団が違うから、さきほどの出現率と同じ考え方ですけども、そういう整理の仕方もひ

とつ必要じゃないかと思います。鈴木委員と黒田委員の意見を併せた形での集計をお

願いします。 

 私も自分の地域で、１人出現するとその地域のサービスの人たちのチームワークを

しないとすごく大変だということを経験しておりまして、都市部は意外とたくさんの

サービスがあるからいろいろ組み合わせもできますけど、農村部では本当に１人出現

するとすごく大変になるという実体験を持っておりますので、例えば香取市に３人い

るということはかなり大変なことを意味しているんですね。もうインフォーマルなサ

ポートも導入しないとなかなかサポートできないという現状がありますので、これは

非常に貴重なデータではないかなと思います。 

 では、ここで意見の集約を終わらせていただきまして、次に次第であります医師会

の調査についてお話をしていただこうと思います。宮地先生、医師会の調査の概要だ

け一言お願いします。 

 

（宮地委員） 

 資料２の２ページ目をご覧ください。一応我々千葉県の医師会あてに３千人ぐらい

いますかね、認知症に対するアンケート、これどうして突然このように一緒になった

かというと、平成１６年に我々は痴呆相談診療の手引という冊子を作ったんですけど

も、１６年の１２月から痴呆という言葉を認知症というふうに変えましたので、学会

で変わったものですから、そのまま表紙に痴呆という言葉が書いてあるものですから、

ちょっと使えないもので、改訂版を作ろうということでいま検討中です。その中で、

１７年度から国の認知症サポート医養成事業というものが行なわれまして、これは各

県４，５人が国立長寿センターが主催で認知症のサポート医を養成したものです。そ

れで、一応２年間、１７、１８年と、千葉県では８人養成されております。 

 それと、その認知症サポート医が老人かかりつけ医認知症対応医という研修をやっ

てくださいということで、これは認知症サポート医の義務なんですけども、これを各
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地区の医師会で行いまして、それを傾聴した人には、県の健康福祉部のほうから修了

証書を出すということになっております。そうしているうちに、こちらの認知症対策

研究会のほうで認知症におけるアンケートということで、たまたまこれ別に相談して

一致したわけではなくて、偶然に一致したものですから、それではひとつ若年性のこ

とも、我々のほうは療養病床ということも今問題になっておりますので、認知症とい

うことも含めてくださいと相談がございまして、それでアンケートを我々の医師会に

対して、介護保険の検討委員会と、認知症対策研究会の助川会長の御名前で、既に出

しております。以上その様なアンケートです。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。千葉県の医師会は非常に前向きに活動なさっている中で、

若年性のところも調査してくださるという、非常に素晴らしいことで、結果が期待さ

れているところです。 

 医師会の事務局のほうからは、県のほうに何か御報告ありましたでしょうか。 

 

（事務局） 

 数のほうはまだですけれども、調査票の中でコメントのあるものについては、こち

らに何枚か送っていただいております。その中のコメントの記載で、主だったものを

今からちょっとお知らせしたいと思います。 

 ～調査票中のコメント紹介～ 

（事例なのでインターネットでは非公開とします）。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。かなりもう傾向が見えてきたと思いますので、実は医師会

のアンケートはこれで全部集計させていただくということになります。医師会のほう

は、私たちの２次調査に加わるような項目をかなり最初から入れていただいて調査を

していただいております。そこで、いまコメントのところを読んでいただきましたの

は、私たちがこれから検討する２次調査の項目にかなり参考になる意見が出ていると

いうことで、読んでいただいたわけです。医師会のほうはこのアンケートで終わりに

なります。ですから、全部、生活の困難さまで含めまして色々と出てきているわけで

す。 

 そして、いまから検討していただきますのは、実は、資料３になりますところの、

私たちが居宅介護支援事業所に出します２次調査のところの項目を今日の検討で決

定させていただきまして、発送という作業に移りますので、今の医師会のほうのアン

ケート結果等を参考にしながら、資料３の２次調査のところの御説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 次に議題２の第 2次調査用紙についてです。 
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資料３です。 

まず案の１ですが、 

 宮地先生の調査内容を踏まえ、また、５月下旬から今まで皆様方から頂いているご

意見をも踏まえた、第２次個別実態調査の案です。 

 

 まず 事業所宛のあいさつ文です。 

このたびは若年性認知症調査に御協力いただき大変ありがとうございまし

た。 

 回答をいただいた該当者の方々について、別添のとおり追加実態調査をお

願いいたします。 

 また、御家族の方にも御記入をお願いいたしたく、御家族あての文書を同

封いたしましたので、御渡しいただけますよう御協力をお願いいたします。 

 さらに、御家族・本人の同意が得られた方に、研究会のメンバーが聴き取

り調査を行い、若年性認知症のご本人・ご家族の状況の詳しい把握をさせて

いただきたいと考えておりますので、あわせて御家族などのご意向の確認を

お願いいたします。 

  

  事業所の方からご家族に調査用紙を渡していただき、家族の方は書いたものを直

接返信用封筒で事務局宛に郵送いただいても、事業所へ持参していただいてもと考え

ています。 

 

次のページが 案の２ 

 事業所の方に書いていただく調査用紙です。 

  第一次調査の内容をあらかじめこちらで記入しておきます。 

１診断名をお書きください 

２発病は何歳の時でしょうか 

３発症のきっかけ、症状は何でしたか 

４発症時の他覚者は誰ですか 

５発症時の職業について 

６周辺症状はありますか 精神症状・行動障害 

７治療はしていますか しているとすれば何科ですか 

８他に疾患はありますか 

９日常生活の自立度 痴呆性老人の日常生活自立度 

１０寝たきり度  障害老人の日常自立度で当てはまるものはどれか 

   判定基準はこの資料の後ろ８ページから、２つとも添付してあります。 

１１介護保険の認定を受けていますか そして介護度は、何度ですか 

１２利用しているサービスは何ですか 

１３利用しているサービスがある場合は、サービスの利用頻度はどのくらいですか 
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１４サービスには満足していますか 

１５サービスを断られたことがありますか 

１６個と割られたことがある場合は、どんなサービスを開始後何日目ぐらいに断られ

ましたか 

 ここまでが病気のことと介護のことについてです。 

次の１７，１８が 

障害年金の受給 

障害者手帳についての質問です 

 

そして１９で。 

居宅介護支援事業所のみ、在宅介護支援センター地域包括支援センターに相談したこ

とがありますか で人数のダブりの差し引きが少しは可能かと思われるので居宅介

護支援事業所の方にこのようにお聞きします 

 

 以下自由記入欄を設けて この方の処遇で困ったことがありますか、どんなサービ

スがあったらよいと思われますかとしました。 

 

次に案の３  御家族宛のあいさつ文です。  前段でこの調査の趣旨。一次調査

を事業所宛行った旨を書きまして、段落の 4つ目に 

今回は該当者の方に追加実態調査を実施することとし、ご家族の方々にも調査票の

記入をお願いいたします。としました。 

 

次の案の４が 家族の方に書いていただく調査票です。１家族構成、２介護者はどな

たで、３介護年数はどれくらいか、そして ４の自由記入欄には 

発病の経緯とし、誰が気が付きましたか、どんな症状でしたか、仕事は何をしていま

したか、次に発症時の相談先とその対応 

次ページで、発症後の生活の困難さについて、本人、家族、それぞれの立場からの

困難さを。 

そして発症後の仕事について、離職について、発症後の経済状況について、社会参

加の状況について 

最後に、どのようなサービスがあったらよいか といたしました。    

 

もうひとつ、次のページ、案の５ですが、 こちらの下半分に同意書とありますの

は、ご家族或いはご本人の同意が得られれば、研究会のメンバーが聴き取り調査を行

うということについて、同意を書面で頂こうというものです。 

 

  

以上、第二次調査表の案です。なお、認知症の人と家族の会については、事業所あて
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のものと、家族宛の内容両方をあわせたものになろうかと思います。 

 

（助川会長） 

 御説明ありがとうございました。では、これから２次調査のところの検討に入りた

いと思います。さきほど１次調査の簡単な報告と、それから医師会のアンケートのコ

メントのところを御説明いただいた内容を推察しながら、この２次調査のところで必

要なデータを集められるかどうか、この項目について皆さんから御意見いただきたい

と思います。 

 時間的な制約もございますので、それでは皆さん、１項目ずつ確認作業ということ

で、どんどん進めさせていただいてよろしいでしょうか。では資料３の案の１、１枚

目のところの文章、これは居宅介護支援事業所とか地域包括支援センターの方に行く

内容ですから、ちょっと文章的には固いかなと思いますけども、専門職が読む文章で

すので、これで大丈夫かなとは思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（鈴木委員） 

 本質的なことではないですけれども、５行目の「御家族」、それから「御渡し」、そ

れから「御記入」もそうですけれども、漢字の「御」というのはあまり使わないと思

います。こういった文章でしたら、やっぱり平仮名で「ご家族」とか「ご記入」のほ

うがいいじゃないかと思うんですが。ちょっと違和感を感じたものですから。最後の

「御協力」もそうですけど、ちょっと固過ぎるような気もするのですが。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。それもすごく大事ですね。読んだときに固い感じがすると

いうことで。もうすこし柔らかい感じの文章に直していただくということと、それか

ら「各位」の上のところも、事業所に対して「各位」ではちょっと上から下の目線、

という感じがちょっとしますので、「事業所様」でいいのではないかと思います。 

 それでは２ページ目に行きます。２ページ目の説明ですけども、実態調査のところ

でも既に事業所から返ってきたものにナンバリングを振っていきまして、１番、２番、

３番、という形で出すということになっておりますので、ナンバー１の方が６０歳の

男性で、認知症の診断を受けていなくて在宅で通所サービスを受けているような、こ

の方に関しての調査、１人１人に対する調査という考え方です。そこで１番、「診断

名をお書きください」、これはよろしいですね。２番は「発病は何歳・不明でしょう

か」、何歳ぐらい、または不明、ということですね。３番「発症のきっかけ、また症

状は何でしたか」これはよろしいでしょうか。これは医師会のアンケート調査のとこ

ろと一緒に比べ合わせて見ていただければ、「発症のきっかけまたは症状は何でした

か」と同じですので、よろしいでしょうか。その次に４番目「発症時の他覚者はどな

たでしたか」、「他覚者」という使いかたはちょっと固いですね。５ページのところ見

ていただいて、発病の経緯で家族に聞くときは「誰が発症に気づきましたか」となっ
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ているのですけども、やっぱり質問形式のほうが柔らかいかなというところで、「ど

なたが発病に気づきましたか」という文章でよろしいでしょうか。 

 

（永島副会長） 

 他覚者じゃなくて本人が気づいたとき、という質問はないのですか。本人が気がつ

いていることも若年ではあるのですけど、そういうところの設問はないのですか。「気

づきはどなたでしたか」という設問であれば、本人も入ると思うのですが。 

 

（助川会長） 

 「どなたが気づきましたか」にしましょうか。そうすると「①本人」でもいいわけ

ですね。その次５番目、「発症時の職業について詳しくお書きください」というとこ

ろで、これはやはり専門職ですのでここは書けるのではないかと思いますので、よろ

しいですか。６番「周辺症状はありますか。またはありましたか」これは統一しなく

てもよろしいですね。「ありましたか」と過去のことを述べるときも周辺症状のこと

は書けると認識してよろしいですか。では周辺症状のところで、精神症状と行動障害

が書いてあります。精神症状で多いのが、幻覚・妄想ですから妄想・せん妄・幻視・

幻聴、それからうつはいかがですか。非常に若年性は最初うつも出るのではないかと

思います。 

 

（宮地委員） 

 うつもだけれど、肝心の「もの忘れ」がない。 

 

（助川会長） 

 それでは、６番のところは「中核症状・周辺症状はありますか」という形にして、

「ある」のところで中核症状「もの忘れ」とか「認知障害」という形で書いていただ

いて、その次に精神症状・行動障害と続いていくという形で整理していきたいと思い

ます。 

 

（石井委員） 

 精神症状と行動障害の中に、昼夜逆転の方もいらっしゃると思うのですが、どちら

に入るのかと。 

 

（助川会長） 

 行動障害ですね、昼夜逆転は。では、行動障害の中に昼夜逆転も多いということで

そこまでは入れておきまして、あとはその他のところで書いていただくということで

よろしいでしょうか。 

 では７番、「認知症の治療はしていますか」「している。受診科は○○科」「してい

た。受診科は○○科」「していない」これはいかがでしょうか。よろしいですか。 
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 では８番、「他に疾患はありますか」ということで、これも医師会のアンケートの

中で「その他の疾患はありますか」というところと同じ項目になっているので、非常

に一緒のデータが取れるかなと思います。一番私たちが知りたいのは高血圧とか 

やはりいろいろなものがあれば、実際のデータと一致するのかどうなのか知りたいと

思いますので。 

 ９番、別添の日常生活の自立度の基準であてはまるものに○をつけてくださいとい

うところで、１ランク、２ランク、３ランク、４ランクということで、後ろのほうに

資料がついておりますので、痴呆性老人の日常生活自立度判定基準であてはまるとこ

ろに○をつけていただくと。これは介護保険を利用している方は既についていると思

いますし、ついていなくても専門職はこれは判断ができると思います。 

 では１０番、寝たきり度ですね。別添の１０ページですけども、この寝たきり度は、

事務局にお尋ねしますけれども、８、９、１０ページのところは実際の別添の資料は

もう少し細かく分かれていますね。例えばランクＪ－１、Ｊ－２、Ａ－１、Ａ－２と

いうふうに実態が分かれているのですけども、全部Ｊ－１、Ｊ－２、Ａ－１、Ａ－２

という形でそれぞれのランクで分かれるようになっていますので、自立度のほうもう

少し細かいところでお願いいたします。２－Ａ、２－Ｂとか３－Ａ、３－Ｂとかなっ

ていると思いますので、介護保険の様式に書かれているのと同じような分け方でお願

いします。 

 では１１番に行きます。「介護保険の特定疾病での要介護認定を受けていますか」

というところで、「受けていない」というときに特定疾病が初老期の認知症というだ

けではなくて、もしかしたら先に糖尿で受けている方が、併発している可能性とかが

あるので、特定疾病の名前を書く欄をつけていただいてよろしいですか、特定疾病名

という形で。４０歳以上は特定疾病名が明確に出てきますので、特定疾病名も書いて

いただいて介護度がいくつ、介護度の「度」は要らないです。（ ）の中の「度」は

結構です。 

 では１２番に行きます。「利用している介護サービスは何でしょうか」というとこ

ろで、「通所介護」「通所リハビリ」「訪問介護」「訪問看護」「ショートステイ」「その

他」「受けていない」というふうに分かれています。大体こういうところが妥当では

ないかということで選んでいただいたと思います。インフォーマルサービスはどうし

ましょうか。意外とインフォーマルなところを受けていたり、障害者のサービスを受

けている方もいらっしゃると思うんですけども、そのへんをどう把握するかというこ

とも出てくるかと思うんですが、「その他」のところでみんな書いてくれればいいで

すけどね。 

 

（脇本委員） 

 経験上、介護サービス使って有償のインフォーマル使われいる方いますけど、介護

保険外のところはお書きいただきたいと思います。 
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（助川会長） 

 ⑥のところを介護保険外のサービスという形でやっていただいて、「その他」「受け

ていない」を番号を１つずつ変えていただくということでよろしくお願いいたします。 

 

（永島副会長） 

 入所している人は。 

 

（助川会長） 

 入所施設の話が出てきていないので、１２番と１３番を一緒にさせていただきます。

１３番が、利用している１２番のサービスと連動させるのですけども、「サービスが

ある場合、利用頻度はどれくらいですか」と聞いているんですね。これ１２番と一緒

にできないですかね。１３番だけ聞いちゃうと訪問介護は毎日、デイサービスは週２

回と、そういう可能性が出てくると実態がわかりにくいので、１２番と１３番をドッ

キングさせていただいて、「利用しているサービスとその頻度をお書きください」み

たいな形にして、「①通所介護（回数：  回）」としていただくと、週何回とか書い

ていただけると思うので、１２番と１３番はドッキングしていただけないでしょうか。

そのほうがわかりやすいですね。ヘルパーの回数とデイサービスの回数と当然回数の

違いが出てきますので、それぞれでどのような利用の仕方があるか。 

 その次に１４番も連動して「利用しているサービスがある場合、サービスには満足

していますか」という現在のサービスの満足度を聞いていますので、これも連動して、

１４番の項目を聞いていくということでよろしいでしょうか。すると、満足している

サービスがある場合と満足していないサービスがある場合はどうしましょうか。 

 

（小林委員） 

 この「満足している」というのは、事業者への質問ですよね。どっちを取られるか、

もしかしたら分かれてしまうかもしれませんので、細かく書かれたほうがいいんじゃ

ないでしょうか。 

 

（助川会長） 

 そうですね。「利用者が満足しているように見える」とか、この満足度の把握とい

うのは難しいんですね。ケアマネさんが書いてきて、自分のプランで満足していると

答えてきても、家族側はまだ負担が大きいと思っている場合もありますしね。この１

４番の満足にはちょっと検討が必要というところです。 

 １５番もですね、これは想定しているのは在宅サービスなものですから、「どこか

にサービスを断られたことがありますか」ですが、これはかなり多いと思うんです。

「ある」の次に何のサービスと入れなければいけないですね。「何のサービスで断ら

れて、理由は何でしたか」、例えば「若くて動き回りすぎるためにデイサービスでは

受けられない」というようなことが想定されますので、どんなサービスで断られて理



- 14 / 33 - 

由は何だったかというところを２行か３行のように書いていただけますでしょうか。

１人で１つではないと思われますので、医師会が書いているみたいに４ページのとこ

ろでいくつか答えができるようになっていますよね。医師会の４ページの診断方法で

も、（１）（２）（３）とか、１つの答えじゃない場合を想定して、１つのサービスで

断られるだけじゃないケースもありますので、いくつか行を書いておくというところ

で、よろしくお願いします。１５番と１６番はドッキングしてという形で。 

 

（黒田委員） 

 「どこかでサービスを断られたことがありますか」だけですと、最初から断られて

いるのか、利用を開始してから途中で断られたのかというところがちょっと見えにく

くて、例えば始めから断られるというケースでは、制度やサービスに壁があったりだ

とか、事業所側に先入観があったり、また途中からという部分では接遇上の問題で他

利用者さんとのトラブルとかそういうものが浮き彫りになるというところで、そうい

った実態把握という点ではそのへんがわかりやすく記載されているといいかな、とい

うふうに思います。 

 

（助川会長） 

 いま御意見をいただいたところは、非常に大事なポイントでして、実は１６番のと

ころで聞こうと思っていたところと一致してくるかなと思います。１６番のところで

サービスごとに、どんなサービスで断られて、断られたのは開始してから何日目ぐら

いですか、というところで聞こうとしていたのですけども、いま黒田委員の御意見は

もう少しきちんとここの中で取り込んでいくという形で、断られた場合には、どの時

点で断られたかということがすごく重要ですね。最初からもしかしたら門戸を開けて

くれないということがあるかもしれませんので、１５番と１６番をドッキングしても

う少し整理して、どの時点で断られたのか、断られた理由は何か、サービスごとに整

理するということでよろしいですか。 

 そこで、さきほど永島副会長がおっしゃいました施設のところの発言をもう１回お

願いいたします。 

 

（永島副会長） 

 １２番の「利用している介護サービス」が、入所している場合。 

 

（助川会長） 

 １２番からいまの１６番までのところが全部在宅でのサービスにポイントを当て

ておりますので、入院・入所の場合が検討されていないものですから、入院・入所の

ところの設問を入れていかなくちゃいけないと思います。現在入所してらっしゃる場

合は、どのくらいで入所したとか、そのへんで知りたい項目とかありますでしょうか。

「入院・入所された方に対して御質問します」みたいな項目立てをして。 
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（脇本委員） 

 うちの事業所で使っておりますのは、期間と、どういうケースでという項目、入所

に至る経緯とかを詳しくお聞きしております。 

 

（助川会長） 

 ということは、入所に至る期間は聞けますよと。在宅でどのくらいあって入所にな

ったかという期間が１つ。それから、その経緯ですね。経緯というのが入所に至った

理由になるわけですね。大体のところは介護負担が大きすぎてということが多いです。 

 

（脇本委員） 

家族や親戚が看ていられない、あるいは専門職として、家族はまだやると言ってい

るけども非常に共倒れの状態になっているから行政が入って説得して入所に至った

とか。 

 

（助川会長） 

ということでよろしいでしょうか。入院・入所されている方にお尋ねしますという

形で、在宅期間をどれくらい経て入所に至りましたか、という質問が１つ。それから

入院・入所になった経緯をお書きくださいと。 

 

（永島副会長） 

 そうすると、介護家族に触れないでいいですか。看る人のほうに問題があって入

院・入所になる場合もあるじゃないですか。そこまで範囲を広げてしまうのがいいか

悪いかってことにもなりますけど、やはり介護者の問題と密接に関連するとは思うん

です。 

 

（助川会長） 

 いまの永島副会長の御意見は、入院・入所になるときは、介護家族のところをやは

り少しクローズアップしておかないといけないんじゃないかという御意見なんです

ね。 

 では、「入院・入所されている方にお尋ねします」ということで、「在宅期間はどれ

くらいで入院・入所になりましたか」という質問と、「入院・入所になった理由をお

書きください」でいかがでしょうか。やっぱり負担感が大きいとか、そういうところ

が出てくると思いますので、その理由まででよろしいですか。 

 

（鈴木委員） 

 その２つの項目だけ云々という話と、もう１つ気がついたのは、一番最初にナンバ

ー１と書いてある小さな表があるのですけど、「現在の処遇形態」とありますね。こ
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こで在宅とか入院とか通院とか書いてありまして、今たまたまその入院・入所のこと

が話題になっているのですけど、じゃその死亡と○つけた場合はどこまで答えていい

のかということがありますよね。よくアンケートなどにあるのは、問１で何々と答え

た人は問８まで飛んでくださいとか、そういう答えによってそれ以降答える内容が変

わってくるというアンケートの仕方ありますよね。だから１から１１ぐらいまでは共

通設問で、１２以降は現在の処遇形態によって、在宅の方については何番と何番答え

てくださいとか、入院の方は何番と何番答えてくださいとか、死亡の方は何番と何番

答えてくださいとかそういうふうにしたほうがよろしいんじゃないでしょうか。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。アンケートはやはり整理していかないとわかりにくいです

ので、そこのところ鈴木委員からいい御意見いただきましたので、在宅の場合と、入

院・入所の場合と、それから亡くなられた場合という形で整理のほうよろしくお願い

いたします。 

 それと、家族構成等が全然どこにも出てこないんですね。やはり家族構成必要じゃ

ないですか、いかがですか。夫婦２人とか夫婦と子どもとか、子ども（  人）とし

ておけば。同居家族の人数だけでもほしいんですよね。そうしないと介護負担の問題

も出てこないと思いますので。 

 

（事務局） 

 「家族の方がお書きください」という案の４で、家族構成を聞いています。この事

業所の方へ、というのと家族の方へというので、番号で同一人物かどうかわかるよう

にしたいと思ったのです。 

 

（助川会長） 

 実は家族の方が書いてくれないことを想定しないといけないので、事業所のほうが

書く分をベースとして、家族のほうはもしかしたら拒否があるかもしれない。ですか

ら事業所のほうにもやはり家族構成等はやはり入れていただいたほうがいいんじゃ

ないでしょうか。事業所のほうは書くのが多くなるかもしれませんが、このくらいだ

ったらまだまだ大丈夫ですよね。事業所にくるアンケートを見ますと５枚も６枚もア

ンケート来ますので、事業所のほうは重なっても構いませんので、家族構成とか主介

護者とか、そのへんは同じように事業所のほうに入れていただけますか。永島副会長

がさっきおっしゃっていたのはこの部分ですので、主介護者とか副介護者とか、「ど

なたでしょうか」で主介護者を◎、副介護者を△にすれば１つのところで主と副がわ

かりますので、「介護年数は何年になりますか」この３つぐらいは同じく事業所のほ

うにも入れていただけますでしょうか。 

 ではその次に行きます。１７番、障害年金の問題に入ります。若年性の方はやはり

経済的に困窮度が高いということで、障害年金を受給しているかどうか。「障害者手
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帳をお持ちですか」というところですが。これはこのままでよろしいですか。 

 

（永島副会長） 

 これは身体か精神かというところはいいのでしょうか。 

 

（助川会長） 

 もしかしたら何で取っているのかというのは、可能性としては、若年性を担当した

方で障害の方は。 

 

（脇本委員） 

 知的でいくか精神でいくかというのがあります。あと機能的に言語とか嚥下のほう

で引っ掛かる場合もあるので、種別は入ったほうがいいかもしれませんね。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。では障害者手帳に関しましては種別、取ってらっしゃれば

必ずコピーを在宅介護支援事業所は持ってますので書けると思いますので、種別をこ

こに書いていただくということでよろしくお願いいたします。 

 

（鈴木委員） 

 今のこの１７、１８というのは、この人の属性に属するものなので、ここで出てく

るのはちょっとおかしいと言うか。１１番の介護保険について聞いていますね。そし

て介護保険受けてなくて障害者手帳を持っているということもあるので、１１の次に

入れたほうがよろしいのではないでしょうか。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。さっきの整理のところと同じように、全員に聞く部分です

から１７、１８は鈴木委員が言ったように１１番のあとに書いていただくと。家族は

一番前のところでも構いませんし、または今言ったように１１番のあとに家族の話と

か全員に聞く部分は整理をして、それから在宅バージョン、施設バージョン、それか

らもうお亡くなりになった方、というふうに整理をしていただけたらなと思います。

１９の場合はさきほど言いましたダブリをチェックするために「他のところに相談な

さっていますか」というところのチェックを入れていくということになります。２０

番は自由記載のところになります。いかがでしょうか。では、案の２につきましては

そのような整理の方向でということでよろしくお願いします。 

 

～   休   憩   ～ 
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（菅井委員） 

 ちょっと前に戻ってしまうのですけども、１２番とか１５・１６番あたりなんです

が、たとえばショートステイとか通所介護だと一般のサービスに加えて認知症のショ

ートステイとか認知症のデイサービスっていうのをやっている事業所さんがあるの

ですけども、そこまで細かくしてしまうとまた調査が細かくなってしまうか、もしく

は細かくすることによってサービスを断られた理由のところに反映してくるのかと

いうふうに思ったのですけども、いかがなものでしょうか。 

 

（助川会長） 

 認知症対応ショートステイということですね。実際ケアマネジャーとしては書けな

い内容ではないですよね。サービスを依頼しているわけですからね。 

 

（永島副会長） 

 上乗せはあるわけでしょ、サービス。認知症対応だったら。 

 

（助川会長） 

 そうですね。 

 

（永島副会長） 

 書けないんじゃないなら。 

 

（助川会長） 

 わかりました。では皆さんよろしいですか。ケアマネさん書けるということで、こ

こはいま一番一般的なのを書いてありますけども、サービスの内容を認知症の人に少

し特化するということで。委員の方々はそのへんのサービスの内容について県のほう

にもう少し御連絡いただければと思います。 

 

（黒田委員） 

 さきほど入所とか入院に至る経緯ということでお話があったんですが、１次調査票

で見た記憶があるんですけども、寝たきり度のＢとかＣとかに至った年数とか、現時

点だけを書くような形になるので、発症からどのくらいでそこに至ったのかという部

分と、それとまた連動して入所とか入院というところに連動してくると、本当に認知

症的な部分でそこまで至ってしまったのか、あるいは身体的な欠陥とかがかなり出て

きたゆえに入所とか入院に至らざるを得なくなったのかという部分が見えてくると

もっといいのかなとは感じています。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。とても興味のあるデータになると思うんですが、実はこ
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れ非常に難しいものがありまして、若年もそうですし高齢者も同じなんですが、発症

時がなかなか確定できないんですね。ですから、どのくらいでなりましたかというの

は、ドクターのほうも難しいでしょうし、専門職もなかなかそこまでは難しいかなと、

使えるデータになるかどうかというところが非常に難しいかなと思いまして、きっと

それは非常に難しい質問になると思いますので、申し訳ありませんが今ここのところ

はいつを発症時とするのかというところが認知症のほうでも非常にまだ難しくて、な

かなか確定できない段階ですので、本当は入所になっているときの認知症の度合いと

身体状況だけでもわかると違うかなと。「入所になったときの身体状況と精神状況は

どのくらいでしたか」というのは質問としてできると思います。そうすると身体症状

が非常に重くなったとか、例えば認知症のランクが重度になってしまったためにとい

うところはデータとして取れるかなとは思いますけども。期間はちょっと難しいかも

しれません。 

 

（永島副会長） 

 そうすると、２番の「発病は何歳のときですか」というのは、診断が何歳という意

味ですか。 

 

（助川会長） 

 いえ、これはもう「気づかれた」というときで押さえるよりしょうがないです。 

 

（永島副会長） 

診断はいつか、ということはここには全然入らないんですか。 

 

（助川会長） 

「診断名をお書きください」まで取るとしたら、発病と診断を受けるまでにはもう

タイムラグがあるだろうと、明らかにわかっていますので。 

 

（永島副会長） 

だけど、一応私たちは告知を受けてから何年で入院したとか、寝たきりになったと

か普通そういうこと言っているんですけれど。発症はもう１０年も前だけど告知を受

けてから何年か、とか。そうしたら２番の「発病は何歳のときですか」は、「何歳の

ときに診断をされましたか」というのと一緒にすれば。 

 

（助川会長） 

 では１番のところで「診断名をお書きください」となった場合に、何歳のときって、

ここに年齢を入れますか。そうすると発病に気がついたときと実際の診断を受けたと

きのタイムラグが出てくるということになります。 
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（黒田委員） 

 「気づかれたとき」というレベルで充分かなと思うんですけれども、現在の年齢と、

発症に気づかれた、また診断名がわかれば診断をされた日という明確なものが出てく

るんですけど、気づかれたときからＢとかＣとかになったとしたら、そこに至るまで

例えば３年かかったとか５年とか、本当に経験の中で若年性の方の進行はすごく早い

なというのが私も実感していて、そのへんの進行の早さとそれに向けたサービスの提

供というのをいかに今後検討していくかという、その早い進行に対してというところ

が課題かなと思います。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。もう１回整理させていただきます。１番のところで「診

断名をお書きください」、そこで何歳のときということで診断を受けたときの年齢を

まず１つ把握します。２番目が「発病のときは何歳ですか」というところで、これは

発病というのか、これもだから発病という言葉はなかなかわかりづらいわけですよね。 

 

（永島副会長） 

 そうしたら、「発症のきっかけ、また症状は何でしたか。何歳ごろでしたか」って。 

 

（助川会長） 

 では２番と３番まとめさせていただきます。そのほうがいいですね。「発症のきっ

かけ、また症状は何でしたか。それは何歳のときですか」、何歳って最初に書いてお

いて、その下のところに不明って書いておいて、その次の括弧で症状と書いておけば

２番と３番を１つにまとめた設問にできますので、そこでまた年齢も押さえさせてい

ただきます。 

 それからその次のところで入院・入所されている方についての項目のときに「何歳

のときに入院・入所になりましたか」という項目と、そのときの認知症の自立度と身

体の自立度に○をつけてもらうという項目を入れて、「何年くらい在宅期間がありま

したか」という項目と、「入院・入所になった理由をお書きください」というふうに

整理させていただきます。よろしいでしょうか。これでかなりの年齢的なものが、流

れが見えてくると思います。 

 

（小林委員） 

 家族構成を入れるというお話があったではないですか。家族構成のほうは家族のほ

うにも書いてあったんですけども、ここ家族構成だけ書いて、症状が徘徊とかいろい

ろ書いてあって、サービス内容の問があって、ただその家族が円満なのか、それとも

介護力が充分なのか不充分なのか、そういうものというのは聞くべきことではないん

でしょうか。私はこれ例えば虐待につながることであるとか、それから事業所の目か

ら見て家族の人たちが若年性認知症への理解度が低いであるとか、そういったことも
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聞かれたらいいのではないかなと思ったんですけれども。 

 

（助川会長） 

 いまの小林委員からの御質問のところで、ケアマネに対する質問の中に、ちょうど

５ページの家族構成と主介護者と副介護者のところを聞いて、介護年数、何年ぐらい

介護をしていますかという項目を同じようにその前のところにも入れるという形に

なったんですが、それに付け加えて介護負担の部分がすごく大事じゃないかなという

ところがありますから、家族は介護の負担をどのように捉えてらっしゃいますかとい

うことで、「何とか継続できる」「負担感が大きい」とか、ちょっと設問も小林委員に

考えていただいて、メールで出していただいて、そこの項目を付け足していただくと。

ただ、家族が円満かどうかというところは、なかなか難しいものがありますので、負

担感まで捉えさせていただくということでよろしいでしょうか。というか、非常に主

観的になってしまうようなところもありまして、ちょっと難しいかなと思いますので。 

では次４ページに行かせていただきます。御家族に対するアンケートになります。

最初に御協力の文章がありまして、文章のほうも言葉の問題、若年性ですから言葉遣

いももう少しやさしいほうがいいかなと。さきほどの鈴木委員のコメントを、やはり

これにも適用させていただきたいと思います。その次５ページ目のところからの調査

項目の御検討をお願いいたします。まず１番「家族構成を教えてください」というと

ころで、「単身」というのは、御本人が書くということがあるんですかね。いかがで

しょうか。単身が果たしてありますかね。１人暮らしで自分が若年性認知症であると

いうことが「単身」を意味していて、２番目が「夫婦」、それと「本人夫婦と子ども」、

「本人夫婦と親」、「本人と子ども」、「本人と親」、「その他」という書き方ですけども、

いかがでしょうか。誰が書くかを想定して項目を設定しなくちゃいけないですよね。

通常は主介護者が、家族がいるだろうと思ってやってますから、「本人と子ども」と

いうのが、単身ではないということですよね。「単身」というのが本人ということで

すよね。このへんもう少し整理していただいたほうがいいかもしれないですね。形と

しては一番多いのは、若年性で発症した場合には「本人夫婦と子ども」の場合が一番

多いだろうと。その次に可能性としては「本人夫婦と親」、親を一緒に引き取ってと

いう方もいらっしゃいますから。「本人夫婦と親、子ども」の場合も多いんじゃない

でしょうか。お爺ちゃんお婆ちゃんと一緒に暮らしているという状態のときもありま

すから、「本人夫婦と親、子ども」という想定もあるんじゃないかなと思いますので。

それと「本人と子ども」の場合というのは、夫婦になっていないわけですから、なか

なか難しいですよね。この想定は要らないんじゃないですか。 

 

（平野委員） 

 同居の家族を聞いてしまうとかどうでしょうか。 
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（助川会長） 

 そうですね。そのほうが早いかもしれないですね。想定するよりも「御本人の家族

構成を教えてください」と書いて、「本人」って書いて残りは書いてもらったほうが

早いかもしれないですね。「同居の家族をお教えください」という形で。家族構成と

して捉えるんじゃなくて、「同居の家族をお教えください」ということで、本人って

書いてあって、その次のところに配偶者って書いて夫か妻に○をつけるとか、そうい

う形ですよね。 

 

（平野委員） 

 そうなんです。親も義理の親なのかとか、そういうものも関係上知っとくといいの

かなと。 

 

（助川会長） 

 わかりました。ではここは家族構成として捉えるんじゃなくて「同居の御家族をお

書きください」という形で子どもも何人というふうにわかるようになったほうがいい

ですし、同居の御家族を書いていただくということでよろしいでしょうか。 

 

（永島副会長） 

 家族の人が見るので、本人から見てじゃなくて家族のほうから見て。電話相談をや

ってるといつもそれで混乱するんです。だからそこははっきりわかるように。誰から

見て夫なのか妻なのかということをわかるようにしてほしいです。 

 

（助川会長） 

 これはよく混乱しまして、本人から見て息子なのか孫なのかがぐちゃぐちゃになる

ような感じになりますから、そこのところをお書きになっている家族から見て本人、

それから配偶者はどっちの続柄になるのか、そのへんを整理していかなければと思い

ます。「介護者はどなたですか」と言うときに、本人想定はしてないんですよね。「い

ない」っていう場合は本人が書いて介護者はいないということを想定しているわけで

すよね。本人が書くということを想定して、御家族様って書いてるけども御本人が書

くっていうことを想定する必要がありますかね。 

 

（安田委員） 

 最近、軽度の発症の方で一人暮らしの方が結構いるんですよね。これからもっと増

えてくると思うので、やはりこれは本人が書くということを想定しておいたほうがい

いんじゃないかと思います。 

 

（助川会長） 

 そうすると、御家族様というタイトルも合わなくなるので、そこのところを本人も
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想定して御本人及び御家族の方に書いていただくというアンケートにして、本人も自

己申告ができるという形で、そうしたら独居と同居というふうに分けたほうがいいで

すね。一人暮らしなのか同居者がいるのかという形に分けたほうが「単身」という言

い方よりは柔らかいと思いますので、「独居または同居の家族がいる場合」という形

に書いていただいて、「介護者はどなたですか」という場合に「いない」という場合

も想定して夫・妻、このへんのところも上のほうと連動させてもう少し細かく分けた

ほうがいいようであれば、上と同じような項目で介護者のところを○をつけていただ

くようにということでよろしいでしょうか。 

 できれば私は主介護者と副介護者を分けていただきたいなと思いますが。主にやっ

てらっしゃる方は◎をつけてくださいと言って、手伝いをしてくださる方は△をつけ

てくださいと書いていただければ。子どもが土日だけは手伝ってくれるという場合も

ありますので、主と副はお願いします。 

「介護年数は何年になりますか」ということで、これでよろしいでしょうか。不明

な場合もあるとは思いますけど、大体ここでピックアップされるだろうということで。 

４番「御本人や御家族の状況について下記の項目などについて御自由に御記入くだ

さい」というところで、「誰が発症に気づきましたか」、「どんな症状で気づきました

か」、「仕事は何をしていましたか」、「発症時の相談先」、「相談先の対応」、次のペー

ジ行きまして「発症後の生活の困難さについて」、「発症後の就労」、「発症後の経済状

態」、「発症後の社会参加」、「必要なサービスは何ですか」ということなんですけども、

項目的な御検討をあと５分でお願いできますでしょうか。 

 

（永島副会長） 

「仕事は何をしていますか、いましたか」じゃなくて。 

 

（助川会長） 

 現在も仕事をしてらっしゃるという可能性がありますので、「仕事は何をしていま

すか、またはしていましたか」と現在形と過去形を一緒に書くということと、もう少

し柔らかい、項目でポンポンって書くよりは、「発症の経緯」って書くよりは「①誰

が発症に気づきましたか」、「②どんな症状で気づきましたか」こういう書き方のほう

が、あまり項目で並べているよりも柔らかいと思いますので、質問の文章化をしてい

ただけますでしょうか。「発症時に相談されましたか」、「そのときの相談先はどこで

すか」という形で、誰にも相談していないということもありますから、このような形

の質問スタイルを文章化したほうが柔らかいと思います。「そのときの相談先の対応

はどうでしたか」とかいう形で。これは過去形でもいいと思いますので。 

それからその次に関しましても、これちょっと設問が非常にわかりにくいのは、「発

症後の生活の困難さについてお伺いいたします」、御本人としてはどう感じているか

ということですよね。立場によって違うということを言いたいわけですから。「御本

人としてはどう思いますか」、「御家族はどう思いますか」という設問になるというこ
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とですね。家族も続柄によって違うという可能性がありますよね。ですから、書いて

いただくときには配偶者である妻がどう感じているかとか、それから子どもはどう感

じているかとか、そういうところがあると思いますので、そこもちょっとわかりやす

いように書き直していただいて、主に介護をしてらっしゃる方に対して、生活の困難

さで一番感じていることが出てくるので、経済状態が出てくる方もいれば身体介護が

出てくる方もいれば、自由記載ですから構わないという考え方もありますけども。 

自由記載をここまで多くするかどうかということも、もう少し検討していただけま

すでしょうか。自由記載が多いと、とても内容的には豊かになりますけども、データ

としては取れなくなってしまうんですね。だから介護負担があるとかないとかいうの

も取らないと、自由記載だけだとまとめられなくなりますので、これはちょっと自由

記載が多いかなというところがありますけどね。まだ日にちがありますのでもう１回

検討していただけますか。 

 

（鈴木委員） 

 さきほど家族の調査については単身というか認知症本人の方にも出すというお話

ありましたけど、ここで心配なのは認知症の方ですから、どこまで正しく答えられる

かという問題があります。特にいまの調査票の原案というのは結構細かく書いてあり

まして、やっぱりこれらは家族が書くのを想定した質問になってます。だから本当に

御本人にアンケート行くのでしょうか。一番最初の案の１の中には「御家族または御

本人の同意が得られた場合」ということで書いてありますけども、本当に単身の方に

もアンケートをするのでしょうかというのと、もしするんであればこのアンケートの

質問の内容を変えたほうがよろしいんじゃないでしょうか。要するに本人としてどう

考えているんだっていう、逆にそれを聞きたいわけですから、家族がどう考えている

のかというのもありますけども、御本人だと何が困ってどうだ、という観点が違うん

です。だからもし本当に認知症の本人に質問をするのであれば、質問を変えたほうが

よろしいんじゃないかと思います。 

 

（助川会長） 

 確かにおっしゃっている意味は非常に大事でして、もし御本人も書くような場合に

は、自由記載だととても書けないということもありますから、もう少し項目に○をチ

ェックするみたいな、わかりやすい文章でやるとか、まだ工夫の余地があるような感

じがいたしますね。これは質問項目としては、やはり家族が対象者の考え方が非常に

強いと思いますので。 

 

（宮地委員） 

 案の４というのは、結局御家族の方がお書きくださいと書いてあるけれども、これ

は家族が書いても本人が書いても書けるんじゃないんですか。どっちも同じ質問だと

思います。例えば家族構成を本人が書いてもいいし、あるいは家族が書いてもいいん
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じゃないですか、これ。だけど家族の方がお書きくださいと言ってるんだから家族の

人が書いているんであって、たとえば本当に独り者だったら家族の人はいないわけだ

から、これ自ら自分のことを書かなきゃいけないわけでしょ。そうすればこの質問そ

のものは家族が書いても本人が書いても、どちらも内容はいいと思いますね。ですか

ら、わざわざここに、その次出てくる本人の調査は別としても、この質問そのものは

但し書きをしなくても構わない。それで４番目になると御家族や御本人の状況につい

てとなるんだけれども、結局はこれ全部どっちでもいいんじゃないですか、誰が書い

ても。両用じゃないですか。 

 

（助川会長） 

 ５ページのところまでは両用で全部使える項目かなと思っているんですけど。 

 

（宮地委員） 

 そうですよね。ですから、これでいいんじゃないですか、内容は。別に家族が書く

ことと本人が書くことと、そんなに内容を変えなきゃいけない理由はないと思います。

どっちもみんな同じように悩んでいるわけですから。 

 

（鈴木委員） 

 それは、御本人が認知症でないということであれば同じ回答能力があると思うんで

すね。あくまでも御本人が認知症だという前提で話を進めているわけですから、質問

内容が同じだとすると、回答能力がどこまで期待できるか。それによって御本人が回

答した内容にブレがあるというか、失礼ですけど信頼性がないということになると、

調査そのものの信憑性が全体的に薄まっちゃうというふうに思うんです。。 

 それからもう１つ、案の１で「また御家族の方にも御記入をお願いいたしたく、御

家族宛ての文書を同封いたしましたので」と書いてあるんですね。これを見る限りは、

これを受け取った居宅介護支援事業所とかは、たぶん本人しかいないところに渡すと

いう考えは浮かばないと思うんです。もし言うのだったら「または御本人」とか入れ

ないとそこまで浮かばないと思いますから、そういう意味で御本人にも聞くんですか

と。私は逆に言えば御本人は除外したほうがアンケートとしては精度が高くなるので

はないかと。もし入れるのであれば質問を変えないと、アンケート全体の精度が落ち

てしまうんではないかというふうに思ったわけです。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。やっぱりこの、一番最初のところを思い出していただきた

いんですけど、一番最初のところでこの２次調査の項目を考えたときに、やはり居宅

介護支援事業所とか地域包括支援センターとか在宅介護支援センターとか、そういう

公的なところに行くのが１つ。そこだと専門職だから色々書けますよねというところ

が１つ。家族の会にも出してますので、家族の会の、家族の立場からもう少し家族の
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意見とかを詳しく聞いて行こうというので御家族様宛てというところでやっぱり家

族が書いてもらうというのが１つ。案の５で、できればそこの中で同意をもらった人

だけは聞き取り調査をしようという、実際の調査の組み立てをしたわけなんです。そ

の組み立てに基づきまして、２次調査を居宅介護支援事業所のほうの調査と家族宛て

の調査という構造を造ったものですから、実はこの案３、案４のところの御家族宛て

のところには、あまり本人は意識していなかったというのが実情です。若年性の方で

独居の可能性があるよという話が出たものですから、いま項目がちょっと揺らいでい

るところなんですね。そういう認識でよろしいですか。 

 そうなってきたときに独居の若年性の方がいた場合にこの家族の調査をこのまま

渡すか、またはどうするかという議論になってきているんだと思います。実際、御家

族の方に書いてもらうというときに、御家族の方の負担感とか気持ちの部分を聞き取

ろうということで、実は５ページは本人でも家族でも書けるんですけども、６ページ

のところは今回の家族のところを調査するための一番の特徴でして、そこで生活の困

難さとか、経済状態とか、社会参加の部分とか、必要なサービスは何かとか、ここが

今回の家族に宛ててのアンケート調査の一番の目玉の部分なんです。ですから、ここ

の部分を御家族に対して聞くというのが今回のアンケートの組み立てになっており

ますので、５ページまでのところですと御本人でも家族でも聞けるでしょうけど、６

ページの部分をどうするかなというところで本人と家族を両方ともこの項目で聞け

るかどうかというところが難しいと思います。 

 

（安田委員） 

 宮地先生もおっしゃいましたけど、私も聞けると思います。実際、２か月ぐらい前

から若年性というか早期の認知症の人などを集めていろいろ話をしているんですが、

思った以上に皆さんしっかりしてます。日記を書きなさいと言うと、お！こんなにび

っしり書くのというくらいしっかり書いてきますね。そのへんはだいぶ時代が変わっ

てきてるんじゃないかなと。本人の気持ちを大事にしようっていう時代ですので、信

頼性云々よりも本人の困っていることを実際に聞くということが大事でしょう。集ま

った例では信頼性があるかどうか、それは集まったうえで検討すればいいことではな

いでしょうか。私は是非やっぱりやるべきだと思います。 

 

（助川会長） 

 そうすると、もう組み立ての中に御本人をもう少し主体的に取り入れるということ

であれば、案３のところと案４の御家族の方がお書きくださいという項目を撤廃して、

御本人まで書けるような項目に変えてしまうというような形のほうがいいと。 

 

（脇本委員） 

 これで充分だと思うんですけど。「御家族の方がお書きください」というところを

省けば。 
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（小林委員） 

 すみません、私は非常な誤解をしておりました。６ページっていうのは御家族の方

自身のことだったんですね。そういうことですよね。 

 

（宮地委員） 

 違う。 

 

（小林委員） 

 違うんですか。どっちなんですか。 

 

（宮地委員） 

 両方でしょう。 

 

（小林委員） 

 両方ですか。たとえば御家族の方が書くとしたら、その御家族の方の就労・離職、

その後の経済状況、介護をしている家族の方の発症後の社会参加の状況を聞いていた

わけですよね。どっちなんですか。 

 

（助川会長） 

 これは、認識としてはずっと御本人についての聞き取りだと思います。 

 

（小林委員） 

家族の方ではなくて御本人について、家族が代弁して書くと。 

 

（助川会長） 

はい。これは若年性認知症の方の調査ですので、この６ページのところは本人につ

いての発症後の就労をどうなさっていますか、また継続されている方もいるでしょう

し、もう離職なさった方もいるでしょうしということで、御本人中心で書く形になり

ます。 

 

（宮地委員） 

 あえてこの案の４というのは「御家族の方がお書きください」と書いてあるけれど

も、この内容を見れば本人だって書けるわけでしょう。家族が書いたときと本人が書

いたときの食い違いを見たいとおっしゃるならば、同じ質問を家族の方と本人用に作

ればそれでいいんじゃないですか。本人だって書けるか書けないかわかんないですよ。

だから本来から言えば、聞き取りはわかるけれども、できないんじゃないかなと思う

んです。ですから、できるできないに関わらず案の４というのは家族の方が本人を代
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弁して書けばいいんであって、本人が本人でまた書いたら、内容で食い違ったところ

を見たいわけでしょ。 

 

（助川会長） 

そこで１人の人に対して、家族にも送って本人にも送ってと、そこまでは難しくな

いと思います。どっちかが書かれる形になっておりますね。 

 

（宮地委員） 

 だから、単身の場合は本人が書かざるを得ないんだから。単身でなくったって、本

人が書こうと思えば書ける内容なんですよ。だからこの内容で家族と本人が書きたか

ったら書けばいいんじゃない。 

 

（助川会長） 

わかりました。先生がもう１段階レベルの高いことをおっしゃられたので。単身で

独居の場合には本人しか書けないから本人が書くでしょうというのは、すごくわかり

やすいですね。ところが、同居家族がいても、本人が書く場合もあり得るだろうとい

うことが想定されたら、誰が書きましたかって最後に質問項目を出さないと、同居家

族が書いた場合と、同居家族がいても本人が書いた場合もあり得るということですよ

ね。これ事業所番号で番号を振ってあれば、単身か同居家族がいるのかは最初のとこ

ろで検索をかけられますね。 

 

（宮地委員） 

 最初から分けて話を聞いているわけだよ。事業所に聞いているわけですよね。事業

所がおそらく本人の代弁をするわけですよね。それから今度は家族が本人の代弁をし

てるわけでしょ。でもやっぱり本人から話を聞きたいと言って最後に聞き取り調査し

ますよと言っているわけでしょ。必ず許可を得られるかどうかはわからないけれども、

その中で３つに分けているわけでしょ。そうすれば、みんなお互いに質問がちょこち

ょこっと違うんですけれども、今の案の４というのはこれは誰が書いたか○つけてい

ただけばいいんですけど、家族が書かなければならないんだったら家族だけにしても

いいと思うんですけども。ただこの聞き取り調査のときにうまく行くかどうかわから

なかった場合、本人の話じゃなくなっちゃうわけですよね。それなら、この質問の内

容は非常にいいから、家族が書いて、本人も書ければ書けばいいんじゃないですか。 

 

（土屋委員） 

 せっかく調査をやるんで、いろんな角度から調査をしたいっていうのはわかるんで

すけど、要は欲張るとキリがないんです。最初の事業者調査と５・６ページのところ

っていうのは、事業者の方のお話と、家族とか御本人じゃなきゃ書けない、わからな

いことが５・６で質問できればいいわけですよ。ですから、そこにもう１歩踏み込ん
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で御本人なのか御家族かの分析をするっていうならまた話は別なんですが、まず１番

の整理っていうのは第３者でも書けるもの、関係者で書けるものと、御本人とか御身

内でないと書けないものとの整理がきちんとされていれば、まずはそこで良しとする

と。またその先にいろんな集計をしようとするなら、またそれは１つの工夫があるの

で、まず第１のところの質問の整理を図るっていうのが最初の仕事かなと思いますけ

どね。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。土屋委員がおっしゃったことに、私もさっきやっと気づい

たんです。御説明させていただきます。事業者調査の案２のところはベーシックな調

査として、そこで大体のデータが出てくるんだよということで、基本構造としてある

わけなんです。それに追加して家族調査があるわけですから、家族調査は拒否される

可能性もあるので、ここで基本的なデータを取ろうとしても無理だよということを土

屋委員がおっしゃったわけです。ですから、案２のところの調査で基本的な家族構成

とか、基本的なことは全部ここで押さえてしまうと。 

土屋委員がおっしゃったように、家族または本人調査は、５・６ページのところは、

本人または家族じゃないと書けないような内容に整理をしたらいかがですかという

御意見なので、正しくそのとおりだなと思いまして、二重に各調査をする意味はない

ので、そこは少し整理させていただいて、事業者調査のほうで聞いているものは事業

者調査のほうで押さえができますので、本人と家族調査のところは、「発症に気づい

てから」の自由記載のところがやっぱり一番本人と家族の言いたいことだと思います

ので、そういうふうに整理をさせていただいて、事業者調査のほうで聞いているベー

シックなものに、家族調査の気持ちの部分のところを上乗せして５・６ページは本人

でも家族でも書けるようにということで、「どなたがお書きになりましたか」という

項目だけ１つ付け足していただくということで整理をさせていただきます。アンケー

トの組み立てがもう少し明確になってきたというふうに思います。ではまた、できた

部分を委員のほうに送り直しをお願いします。 

 では最後に７ページのところに移ります。これがもう１つ、今回の二次調査の上乗

せで、聞き取り調査を企画してみたところです。訴えたいという方もかなりいると聞

きますので、同意があれば聞き取り調査をさせていただきたいというふうに投げかけ

ております。何名ぐらい同意が得られるかというと、まずほとんど少ないだろうとい

う見通しだと思うんですけど、何人かでもヒヤリングができるというのはすごいいい

アンケート内容になるなと思いますので、これでよろしいでしょうか。 

 引き続きまして、「その他」のところなんですが、今日はそこまではお話をさせて

いただきたいと思いますので。メモリーウオークのほうをメーリングリストで投げか

けてあると思います。ぜひメモリーウオークも成功させたいことですので、どんどん

進めて行きたいと思います。実は今日、準備会といたしまして、メモリーウオークの

実施要綱のところを下準備させていただきました。認知症対策研究会が発案しており
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ますので、認知症対策研究会と、千葉県と、認知症の人と家族の会千葉県支部と、千

葉市は依頼中になるかもしれないですが、というところが一応主催の考え方でメモリ

ーウオークを開催したいと思います。そこで最初に、今日準備会でお集まりになった

委員の方を御紹介させていただきます。私と、永島副会長と、今川委員、菅井委員、

仲野委員、浜詰委員、平野委員、脇本委員が今日準備会で集まっていただきまして、

要綱づくりのところをお手伝いいただきました。それ以外に、滑川委員、山尾委員と、

それから今日欠席ですが酒井委員も実行委員のほうに手を挙げていただいておりま

す。一応準備のほうスタートさせていただきましたが、まだまだお手伝いできる方は

ぜひ委員として、委員というかこの研究会の中でやりますからワーキンググループと

してお手伝いいただけましたらぜひお願いします。 

 では、今日話し合ったところを御説明させていただきます。目的は、これまで何回

もありましたけども認知症に対する偏見を取り払い、理解を深めるために街頭啓発活

動でメモリーウオークをしましょうということが１番の目的です。２番目のテーマは、

「認知症でも安心して暮らせる千葉を」というところで考えてます。ここでちょっと

テーマの御説明をさせていただきますと、メモリーウオークというのはみんなで行進

をしましょうというような感じです。イメージとしては平和の行進とかいろんな行進

があると思いますけども、このような感じでメモリーウオークで認知症の方を理解さ

せていただくために、大勢の人が街頭で行進をして訴えようという活動ですので、行

進の一番先頭に垂れ幕を持って歩くというイメージを持ってください。そのときに、

テーマのこの言葉が垂れ幕に書かれている形なんですね。ですから、あまり長いと読

みにくいものですから、わかりやすい、もう少し文字の短いキャッチコピーで、持っ

て歩くのはどう見ても５メートルぐらいの横幕しか持てないと思いますので、読んで

わかりやすいテーマを考えていただけたらと思います。 

 次に、事業といたしましてはメモリーウオークを行なうわけですが、メモリーウオ

ークというのは、認知症の理解と病気に対する社会への啓蒙活動を目的としているん

ですけども、街頭行動としてそのパレード、みんなで黙々と行進をするんですが、行

進をしながらアピールをしていくという形です。街頭行動って固いからパレードをし

て、みんなに訴えるという言い方でいいんじゃないかと思います。日時は、これはも

うアルツハイマーデーが９月２１日でして、それに伴いまして日本アルツハイマー協

会が９月１６日を一斉行動日と決めてらっしゃるそうです。それにうちのほうも同じ

日に行いましょうということで、９月１６日の１０時開始で１２時解散で日時は決定

させていただきました。集合は９時半の予定です。実際は１０時から開会のセレモニ

ーをやって、大体１０時半から１０時４０分くらいに行進を開始するということで考

えております。 

 参加予定者は３００人に想定しております。３００人が行進をして歩きますので、

あまり長いところは歩けませんので。案１としては県庁を出て中央公園を通って駅前

通りを通って千葉駅で解散というコース。案２が県庁を出まして裁判所の前を通りま

して中央公園をぐるっと回ってバス通りのほうから県庁まで戻ってくるというコー
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スで想定しています。みんな歩道があって交通に障害を来たさないコースを想定させ

ていただいております。参加対象者が一般市民、認知症サポーター、キャラバン・メ

イト、家族の会会員、介護保険関係者、民生委員、学生さん、老人クラブ、地域の老

人運動サークル、生涯大学の関係者、企業、地域行政関係者、医療関係者、福祉関係

者等を考えております。認知症の本人も一応名前として挙げておきます。４番目は雨

天決行、荒天中止と非常にややこしいんですけども、いろいろ検討いたしましたとき

に、雨天は秋の長雨だったときはシトシト雨ぐらいだったら行進はできるだろうとい

うことです。荒天というのはこの時期に多い台風がもし来てしまったら、これはもう

明らかに中止ということで、これをどうやって伝えるのかとか、いろいろまだ検討余

地があるんですが、雨天決行、荒天中止ということで考えております。 

 主催は千葉県認知症対策研究会、この会が主催でして、あと県と千葉市と認知症の

人と家族の会千葉県支部が主催で行いたいということになっております。後援は予定

ですが、いまからあちこちの千葉県市長会・町村会、医師会、社協、民生委員協議会、

老人クラブ連合会、介護保険関係団体、それからマスコミと後援予定をいただく形に

しております。事務局は認知症の人と家族の会千葉県支部が、この認知症対策研究会

が主催ですけどここには事務局機能がありませんので、家族の会が事務局機能を担っ

てくださるという。一応ここまでの案を説明させていただきました。 

 それで、検討事項をあとで皆様にメールでお送りしますが、コースの決定は実は警

察等に依頼する関係まで含めまして非常に大事な部分になりますし、ボランティアの

参加等スタッフの人数、それからトイレの数、信号等を含めまして非常にコースの決

定は重要な決定になりますので、皆様の御知恵をいただきたいと思います。それから

早めにテーマ等決定していきまして広報活動を始めなくちゃいけませんので、テーマ

の決定というところにも皆様の御知恵をいただきたいと思います。それから実際的な

コースの決定と同時に、どのような形の行進をするのかという内容的なものの決定が

重要になりますので、今ただ黙々と歩くと言ったんですけども、実はいろいろメモリ

ーウオークには仕掛けを作ることができまして、途中途中でスポット的にいろんな活

動報告をやったりだとかということもできると思いますので、そのへんの御知恵もい

ただければと思っております。 

 これからこのメモリーウオークのほうが期日が９月１６日というように差し迫っ

ておりますので、実際的にワーキンググループを立上げさせていただきまして、全員

が常に集まれなくても構いませんので、これから１０日に１回ぐらいのペースでワー

キンググループで打ち合わせをしましてメモリーウオークを成功させたいと思いま

すので、皆様の御協力のほうよろしくお願いいたします。まだ大きな案しかありませ

んので、質問等に答えることはできませんが、一応ここまでの御報告をさせていただ

いて、何か注意点とか御質問とかありましたら。 
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（安田委員） 

 細かいことですが、さきほど永島副会長が一般市民のあとに本人というふうにおっ

しゃったのですが、本来から言えばこれは本人が自分たちはこんなに困っているんだ

から助けてくれとアピールするのが本筋なので、まず最初にこれは本人がくるのでは

ないかと思います。 

 それからちょっと気になったのは、脳卒中とか脳外傷、あるいはヘルペス脳炎だと

でもひどいもの忘れが出るわけです。そうするとメモリーウオークと言った場合には、

その他諸々のメモリーの悪い人はどうするかということがありますよね。たとえばこ

れがアルツハイマーウオークだったら文句は出ないと思うんですが、メモリーウオー

クとした場合にそういう人たちはどうするのかということと、それから高次機能障害

の会というのがあります。あちらでもメモリーが悪くて非常に困っているわけなので、

たとえばそういう人たちと一緒にやるのか、あるいは認知症だけでやるのか、そのへ

んもちょっと考えたほうがいいのかなと思います。 

 

（永島副会長） 

 メモリーウオークっていうのは諸外国では普通にやっているんですが、メモリーウ

オークの「メモリー」は「記念」ていう意味です。「記憶」じゃなくて。それから、

何でもいいから来たい人は来ればいいと思うんです。本人ぽい人は。参加できれば。

車椅子はどうしようかと今悩んでいるんですけど。 

 

（安田委員） 

外国語とは言葉のニュアンスが違うので、そのへんもちょっと整理したほうがいいの

ではないでしょうか。 

 

（永島副会長） 

 本当はこの由来をもうちょっと書けば御理解いただけると思うんですけど、メモリ

ーウオークっていう言葉そのものを他の日本語に、街頭啓発活動っていうふうに言っ

てしまうか、でも世界中でメモリーウオークっていうのをやっているので、私はぜひ

メモリーウオークっていう名前は取り入れたいなと考えているのですけど。 

 

（安田委員） 

 それは結構です。定義の問題ですね。 

 

（助川会長） 

 メモリーという言葉のところで誤解があるといろいろ難しくなると思いますので、

メモリーウオークのチラシの中でメモリーウオークってこういうものですよ、と入れ

たほうがいいかもしれないですね。皆さんのイメージの中ではメモリーウオークって

言ってもすぐ出てこないと思いますので。では、そこのところも説明を入れるという
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形で整理させていただきます。 

 それでは今日本当に時間が延びまして申し訳ありません。非常に盛り沢山の内容で

ありがとうございました。では次回の開催予定を決めたいと思います。事務局のほう

何か案がございますでしょうか。 

 

（事務局） 

 第２次調査票をまとめて発送できるのが７月下旬だとしますと、回収で８月いっぱ

いかかってしまいますので、次回は９月１０日が一番いいかなと思うんですが、メモ

リーウオークとの関係を考えますと、どうなんでしょうか。 

 

（助川会長） 

 メモリーウオークは、ワーキングはもっと集まりますから、９月１０日は最終確認

でも構いませんので、９月１０日でいいと思います。 

 

（事務局） 

 では次回は９月１０日ということで。ここで第２次調査結果の概要と、若年性をま

とめるに当たってのワーキンググループの構成のようなものを考えられたらと思っ

ております。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。では９月１０日が認知症対策研究会の第１５回研究会とい

うことでお願いいたします。その前に皆様に提案がございます。７月２３日にメモリ

ーウオークのワーキングをやりたいと思っておりますので、２３日の１８時半からで

場所はよろしいですか。 

 

（事務局） 

 大丈夫です。 

 

（助川会長） 

 ではそれまでに皆様の宿題のほうをメモリーウオークの実施要綱、本当にまだ柱だ

けですので、これにいろいろ付け加えていかなくちゃいけないことを考えていきたい

ので、２３日の１８時半にお集まりになれる方がいましたら、よろしくお願いいたし

ます。それと同時に第２次の調査項目のほうでまだまだ気がつかれた方がいましたら、

メールで事務局までお伝えいただけたらと思います。では第１４回はこれで終了させ

ていただきます。 


