
   第１６回認知症対策研究会議事録      
１ 日 時 平成１９年１０月１日（月）午後６時３０分から９時４０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、小林委員、 

酒井委員、鈴木委員、出口委員、仲野委員、平野委員、 
滑川委員、宮地委員、安田委員、山尾委員、脇本委員 

（以上１５名） 
（欠席：石元委員、黒田委員、菅井委員、土屋委員、高井委員、 

浜詰委員、山口委員） 
４ 内容  
（永島委員）  助川会長から連絡があり 6 時半までには間に合わないのでと

いうことなので、助川さんが来るまで司会させていただきます。 
 早速今日の議題ですけれど、聴き取り訪問調査について、素案が出ておりま

すけれど、今日はどこまでやるのでしょうか。素案を叩いて、それから行く人

まで決めるんですか。 
 
（事務局） 調査項目を決めて、誰がどこへ行くのかまで決めていただきたい。 
 
（永島委員）その他というのは時間かかるのですか。 
 
（事務局） 特に用意していないのですが、安田委員から皆様に意見をお伺い

したいということがあります。 
 
（永島委員） 調査の素案、メールで来たので、皆さん書き加えたこともある

のではと思います。事務局お願いいたします。 
 
（事務局） 前回、聴き取り訪問調査について確認したことが 3 つあり、調査

方法、調査の目的、聴き取り項目の 3 つだったかと思います。 
 
聴き取り訪問調査について 
原則として前回確認したことは、調査方法として二人一組で行くということ、

自宅訪問をし、ご本人とご家族の両方にお会いするということ、本人と家族の

感じ方のずれがあるということで、原則両方にお会いするということ。ただ、

特例がありますので、それはメモしてあります。時間は 2 時間を限度とする。

ということだったかと思います。 
 聴き取り調査の目的はアンケートではお尋ねできなかったこと、そして、お

答えいただいたことについて、さらに詳しい状況やご要望をお伺いし、今後の

若年性対策へ研究会として提言をするために、行います。ということになろう

かと思います。 
 聴き取り項目については、2 つの柱があり、ひとつはすでに 2 次アンケート

でお答えいただいていることについて、紙面の回答からは伝わらない部分を、

本人家族の気持ちを中心にさらに一歩踏み込んで聞き取りをしていただく 



案の１基本的考え方に示してあります。 
・１次調査の回答を理解したうえで、回答では伝わらない部分を掘り下げて

聞き取る。本人の気持ち・家族の気持ちを中心にということ） 

・個々の事例により、一歩踏み込んで深い介護の状況を聴き取る。 

・調査項目、その内容をさらに深く、その人の物語が読み手に浮かび上がる

ような聴き取りを行う 

・抱えている悩みや要望、苦情などが有る場合、この調査は、あくまで研究

会として本人や家族の声を把握し、この結果（家族の声）を基に研究会と

しての施策等を検討し、今後の施策に反映させるよう行政に働きかけるも

のであることを理解していただく。 

・聴き取りでなく認知症である本人が社会や地域に向かって語るための良い

方法やその意味についての意見を伺う 

 

もうひとつの柱の新しい項目の設定ですが、２基本的調査項目のところで示

しました。 
前回いただいたキーワード、その後メールでいただいたご意見を元に文章化

し。項目をたてました。出していただいたキーワードやご意見は、多くて全部

は、お聞きすることができないということで大きな項目として ○のついてい

る６こをあげました。 
 
○病気について、アンケートではお聞きできなかったのは、 

病気の進行の速さについて、異常に気づいてから診断まで、何かおかしいと気

づいたときの状況と気持ち、一番大変だった時の状況と気持ち、現在の状況と

気持ちの変化、これらを時間的経過を踏まえて聞きとる。 
 
告知について、したかどうか、いつ、誰にしたのか、その結果人間関係に変化

はあったか、知らせたこと、知らせないことのメリット、デメリットは何であ

るのか、ということ。 
 
本人という呼び方について、どのような呼び方がいいか、本人でいいのか、患

者さん、認知症の人、若年性、患者、それともなんとも思わない、のか。 
 
○医療機関については、お答えいただいてますが、医療と福祉の連携につい

ての良い例、悪い例をあげてください、ということは、あまり回答が無かった

ように思います。 
 
次に、○家族への支援、アンケートで聴けなかったこととして 

一番してほしかった事、してもらって助かった事、困った事をどう乗り越えた

のか、を家族の気持ちを中心にお聞きする。 
 
○介護サービス、アンケートで聴けなかったこととして、 

受けているサービスについて、ぜひ本人家族の満足度をお聞きしてほしい。 



2 次調査では事業所の方から 「サービスには満足している様子ですか」とお

聞きしたのですが、介護側の回答とのずれがあるかもしれないので、これは是

非聞いていただきたい項目のひとつだと思います。 
 
○経済的な問題です。これは回答の中にたくさんあったように思いますし、 

仕事については聴いていますが、仕事と介護の両立という観点からは聴いてい

ませんので、介護と仕事の両立の面をお聞きできる方には、例えば、職場には

介護のことを伝えてあるのか、職場の理解はありますか、介護休暇などの制度

についてお聞きしていただきたいと思います。 
 
○次は社会参加・生きがいとしましたが、ポジティブなことに注目し、好き

な趣味やスポーツなどを、また今できること、以前やっていたことで、どんな

ことなら社会参加できるかということを聴いていただきたいと思います。 
 
これはひとつの大きな項目になるのかなと思いますが、アンケートでは聞け

なかったことに車の運転があります。 
今、しているとしたら 自覚はありますか、となりで怖い思いをしたことが

ありますか、免許の返上についてはどうですか、の考えを聞いていただきた

い。 
 
その他コミュニケーションのとり方はどう工夫されていますか、などの項目

があったかと思います。 
 
もうひとつ基本的な考え方、原則で確認しておきたいことがあるのですが、 

質問、相談になってしまった場合の対応の仕方ですが、お答えできることは答

えていただいて構わないし、それについては、こういうところでお聞きになれ

ます。という形で繋いでいただいてよいかと思います。が、その場で、お答え

できない内容の場合は、この研究会の、この調査の趣旨は「皆様のお声を反映

させた施策を考えるために、皆様の生のお声を聞かせていただいている」とい

うことで、すぐにはお答えできないし、持ち帰って研究会でお答えを出すとい

うこともできない、相談会でもない、という旨を説明して、理解していただく。

というスタンスということでよろしいのかどうか。確認させていただきたいと

思います。 
 
家族への手紙、これは調査に行く前にこちらからお出ししようと考えている

ものです。 
発は会長と事務局連名で、「調査へのご協力ありがとうございます。また、聴

き取り訪問調査にご同意いただきありがとうございます。そして、この調査の

趣旨として認知症の対策を検討するためとし、次に調査に行く人の名前、最後

に繰り返しになりますが、個人情報の保護」について書きました。 
 このお手紙を出した後に、行かれる方とご家族とで日程調整をしていただき

たいと考えています。 



 次に大まかなスケジュールです。 
１０月１日、 調査項目決定、 調査分担決定、第１次・第２次調査票回答用

紙のコピーをお渡しします。今日決まりました、調査項目表は後日メールで送

付いたします。 
１０月５日、家族宛に通知文発送できるかと思いますので、発送作業が終わ

りましたらメールでお知らせいたします。 
１０月５日以降 順次、直接ご家族と連絡を取って、調査開始していただき

たいと思います。 
最終的には、１２月１６日までに、レポート作成をお願いいたしたいと考え

ています。施策展開の形でまとめていただけたらと思います。 
１２月１７日に 第１７回研究会開催を予定といたします。 
 
次に調査分担表には、ご家族の住所地を入れてあります。県外の方もいらっ

しゃるのですが、ご家族の方は協力していただけるということでした。  
 
次に旅費報告の用紙をつけました。公共の交通機関の実費をお払いできると

思います。 
 

（永島委員） ありがとうございました。これは事務局で項目の形にして分か

りやすいように作っていただけるのですね。 
 で、まず漏れているところをお聞きしましょうか、それともひとつずつ１，

２、とやっていきましょうか。 
ご説明があったので、漏れているところを出していただいて、それでひとつ

ずつ追って、叩いていったらいいかと思います。いかがでしょうか。 
ほんとにこういう聴き方ができるかどうかも頭にいれていただいて。 
 

（酒井委員） これはご本人とご家族いっしょにということですか。 
 

（永島委員） この前、確か特に希望が無かったらということでしたね。 
 

（事務局） 最初は一緒に聞いて、その後は別々にというご意見もあったかと

思います。 
 
（酒井委員） ご家族は当然いいのですが、ご本人、告知されていない方も

いらっしゃるわけですので、そこでそういう質問をするということが、理解で

きないんです。 
 
（事務局） そういう特殊な例の方は、メモをしてあります。告知されてい

ない方などは、回答用紙の同意書のところにメモしてあります。 
 
（酒井委員）そういうところが、神経を使わなければいけない部分かなと思

います。ご家族は、本人はさほど気にしていないと思っている場合でも、ご本



人は過敏になる可能性はあると思います。ですから、慎重にしないとご迷惑が

かかってしまう場合もあるかと思います。 
 
（事務局） ケアマネさんが一度自分のところを通してほしいとおっしゃっ

ている方がいらっしゃいましたので、ご意見をお伺いするのも重要なことかと

個人的には思っていたのですが、ここに事業所の調査を書いてくださった方の

お名前を書いてありますので、連絡を取っていただくこともありかとは思いま

す。ただ、同席したいとおっしゃった方もいらしたのですが、それはちょっと

無理ですとはお話ししてあります。 
 
（永島委員） 自分のところを通してほしいとケアマネさんがおっしゃって

いるのは、どんな調査項目か知りたいということなのでしょうか。 
 
（事務局） その後のこともあるので知りたいということでした。 
 
（永島委員）これは全部介護度がついている人ですよね。家族の会に来たの

は、事業所を通すということは、イコール全部介護度が付いているというこ

とですよね。 
その介護度が付いていなくて、家族の会に来たのはあったような気がするの

です。重複を避けるため、事業所から来た人は抜いてもらって、家族の会の会

員で介護度は受けているけど、まだ申請していないとか、申請はしてあっても

サービスは使っていない、ケアマネが介入していないというのが、ほんのいく

つかあったように思うんです。その辺は事務局はまだ把握していないのですか。 
 
（事務局）この方たちは、全員事業所を通してますので、ケアマネさんの名

前が無いものは無いんです。逆に今回、同意書に住所・電話番号の欄を設ける

のを忘れてしまったので、ケアマネさんに電話して教えていただき、その時に

そういうことがありましたので、全員担当者が付いています。 
 
（永島委員） サービスは皆さん使っているわけですね。 
 
（事務局） そうでもないんです。 
 
（永島委員） ケアマネさんが把握しているってことですね。 
 
（鈴木委員） 今のケアマネさんの話は、これを全員聴きたいっていう話で

はないんですよね。一部の方ですよね。聞きたいって言っている対象者のご家

族の了解が得られれば、同席ということで、原則家族の同意があれば可能とい

うことでどうでしょうか。調査側でケアマネ同席不可とするのではなく、調査

協力していただいているし、今後のこともあるので、お伺いを立てたらよろし

いのではないでしょうか。 
あと一点は、今日の段取りなんですが、調査項目決定と書いてあるのですが、



大体できていると思うんですが、これを元にアンケート様式、調査項目で回答

のフォーマットを作ってということなのでしょうか。 
第一次第 2 次の回答用紙をお渡ししますというのは、分担が決まったら、調

査が終わっている患者さんの回答用紙をお渡ししますという意味でしょうか。 
 
（事務局） ケアマネさんの同席はそういうお話があったということです。 
ただ、それは無理でしょうとは、お話してあります。 
お伝えしたいことがあるという方もいらっしゃったし、慎重を期する、とい

うことで、一言言って、行くというのもいいのではないかと思います。 
調査項目はこれを一覧表にしてということになります。 
回答用紙はそういうことです。 
 
（永島委員） 皆さんこれはどうでしょうか。同席しないということを原則

とするということでどうですか。 
 
（平野委員） 私も今、介護支援制度についているのですが、利害関係とい

ったら弊害があるかも知れませんが、その方とのかかわりの中で同席はしない

ほうがいいかと思います。 
 
（永島委員） そういう項目もありますよね。不満があるかと。本人の前で

言いにくいということもありますよね。 
 
（今川委員） 私も、ケアマネさんからはこういう話は聞いているが、自分

たちはこう思っているよという、一対一の話の内容だった場合、ケアマネさん

がおられたら、そういう話は出てこないと思うので、ここはそういう原則で、

忌憚無くお話を伺うのがいいのではないかと思います。 
 
（脇本委員） 前回も議論がありましたが、2 次調査でサービス度の満足につ

いてがありましたが、事業所側の評価ですので、ご本人様ご家族様がどう評価

しておられるのか、その辺のずれがありますので、そうであれば同席されない

方がいいのかと思います。 
 
（出口委員） 私は 4 ヶ月ぐらい出られなくて、状況がつかめないというの

があって、そこらへん指摘していただきたいのですが、僕も同席しないという

のが同意見なのですが、ただ、先ほど一言二言断ってという話があったり、状

況を伺う、事前にご家族ご本人の情報を入手する、ここに情報は示されている

わけですが、聞きに行く調査員のことを考えると、初顔合わせの場合、事前に

どういう状況か知っておきたい。ただ、アンケートの中でも分かるわけですけ

れど、ケアマネさんからそういう状況を聞いてみるのも、ひとつ参考意見とし

てあるのかなと思ったりもしたのですが、というのは、聞き取りの調査の状況

が分からなくて、本人さんとご家族さんが一緒に聴き取り調査を行うと、中に

は違う、家庭によって状況も違うとは思うのですが、例えば調査項目の内容に



入ってしまうかもしれないのですが、これは本人さんにぜひお伺いしたいとい

う調査項目があったとしたら、本人さんだけで、ご家族さんに聞いてもらうの

はちょっとというのは、あるのかどうかは分からないのですが、特に本人さん

に聞きたいというのがあったり、これはご家族さんに聞きたいというのがあっ

たりすると、一緒にというのが、ネックになったりすることがあるのじゃない

かと思ったりします。 
後はご家族さんと本人さんが一緒にいることでお互い影響しあう、僕も仕事

柄、高齢者の意識調査と関わったことがあるのですが、高齢者本人に意見を聞

きたかったのに、ご家族さんが一緒にいたがために、ご家族が先に話しを始め

たり、意見を言われたり、質問に先に答えたりする状況が結構あったりしてい

る。そういう状況をあらかじめ考慮しておいたほうがいいのではと思ったりし

ています。ので、ケアマネさんから参考意見とかを入手しておく必要もあるの

かなと思いました。 
 
（永島委員）今の出口委員のご意見について何かありますか。 
私が意見を言わせていただいてよろしいでしょうか。今回これを見せていた

だいて、やっぱりひとつ落ちていたのかなと反省があって、本人に対する質問

項目が少なかったなと、家族にばっかり聞いていて、これが高齢者だとこうな

るのですが、若年の場合は、最近、特に本人が随分手前で診断を受けている人

がいるので、本人がまだ十分語れるということがあろうかと。家族の会でも本

人が結構積極的に話し始めているので、本人に対する調査項目がこれでは少な

かったなと反省がひとつ。 
それと今、出口委員がおっしゃったことに関連して、調査の方法としてまず

ご本人に調査の項目を、今、例えばいくつかの項目の中の暮らしの中で、どう

いうことが不便だと思っているのかとか、診断を受けましたかとか聞けるかど

うかわからないのですが、その辺とかご本人に対して、まず 2 時間の時間の中

で 30 分ぐらい何か聞いてみるとか、それからその後、ご家族に聞いてみて、そ

の後二人に聞いてみるとか、時間差が無いと。 
家族は困っていますから、行くと特にこういうふうに調査に協力したいと考

えている人は、自分の混乱状況を本人の前でもバーッといってしまうケースが

多いので、今おっしゃったように考えられると思います。 
私たちは本人の思い、家族の思いの調査をした時にそれがありまして、本人

の程度にもよるのです。本人があまり言えない人だと家族がみんな言ってしま

う。家族が本人に代わって答えてしまうというのが結構ありまして、本人に対

する調査というのは、答えにならなくても調査員が感じとらなければならない

のかもしれないと思ったことがあります。 
そういうことも踏まえて、ただ、ここのメンバーは認知症のことを良くわか

っているメンバーなので、その部分については安心できると思うんです。これ

がほかの種の人が行くのだと、認知症の人の言ったことが本当かそうでないか

と、分からなくなるのではという気がするのですが。 
二人一組で行くので組み合わせによって、ケアマネをしている人も多いわけ

ですし、お医者さんもいらっしゃるし、ここのメンバーは信頼できる調査員に



なれるのだと思います。 
その辺について基本的なところですのでご意見を伺えますか。 
 
（鈴木委員） 今の永島さんの御意見、最もだと思います。 
2 時間なので最初の 30 分ぐらいは、基本的にご本人のインタビューとし、答

えの内容によっては、判断で家族へと、コントロールができないと、永島さん

がおっしゃったように、家族が喋ってそっちへ行ってしまうという危険性があ

るので、最初は 30 分ぐらいご本人さんの相手をしてと、そういう前提で調査員

が行くと。 
本人があまり答えられなくて、成り行きで家族に行ってしまう場合もあるで

しょうけど。 
 
（宮地委員） 今回、県からの調査で皆様ベテランですが、相手が誰かとい

うことで答えも変わるんです。ケアマネの意見を聞くのもいいのですが、あん

まり事前にそれをやると、妨害になると。われわれ研究会の委員がどういう目

的で、どういうことを聞くということでいいと思うんです。ご本人と家族で本

人に先に聞いて、話の様子では家族の人に聞いて、家族があまりしゃべり過ぎ

たら本人に矛先を向けると、そのような事で聞いたら良いのではないでしょう

か。 
  
（永島委員） 先生がおっしゃったように、共通認識をここの場で持ってお

いた上で望む。あと、その場は設問を押さえておけば、ご自由にお二人の中で

補い合ってやっていくとなると思います。 
ほかに無ければ、そういうことでよろしいでしょうか。あと助川さんと話し

た事ですが、事前研修があってもいいのではということがあります。そこのと

ころがはっきりしないので、また後で話しますが、スケジュールには無いので

すよね。 
本人に対する設問ということは、なるべく本人の気持ちを聞きだしていくと

いうことを考えておくということで、特に設問はこれ以上付け加えることは無

いでしょうか。 
 
（酒井委員） 設問は特になく、これで結構だと思うのですが、本人という

呼び方についてのところで、若年の集いというのが家族の会にありまして、こ

のところ司会をしているのですが、ご本人の呼び方に非常に苦労するんですね。

ご本人が今日はいらっしゃいます、なんて話しをしちゃうのですが、それはま

ずかろうということもあります。当然調査に行けば、家族が話してくる。いや、

そのことはご本人に聴きたいんですと言った時に、果たしてご本人がどういう

気持ちを持つかと気になるんですが、私は「本人」で良いという気がしてるの

ですが、確認できればと思います。 
 
（永島委員） 一対一の場合は名前を呼べますよね。状況を説明した時に、

ご本人と家族にお伺いしたいと思っています、そういう時には「ご本人」とい



ってしまいそうですが、宮地先生、その辺いかがですか。 
 
（宮地委員） 自分が病気、奇病になった時に、認知症とは別なのですが、

男性と女性と違うのです。女性の場合は、あっち行ってもこっち行ってもどこ

でも治らなかったというのです。男性の場合はあっちこっち行ったけれども直

らなかったけれども、私はこうして何とかしている。と後が違うのです。この

場合は本人が認知症ということを自覚しているかどうか、分かりませんけれど

も、あくまでも施設に入っているか、医療機関に通っているか、薬を飲んでい

るか、何かあろうでしょうから、基本的には。本人で私は良いと思います。家

族以外は本人ですから。本人がいなければ家族は関係ないでしょうから。家族

だけの存在は無いでしょうから。 
 
（永島委員） これは聴き取り調査だけでなく、研究会全体で文章とかまと

めをしたときに「本人」という言葉を使うかどうか、皆さんの意見を聞いてい

るつもりなんですけれど。ここに患者さんとか例に書いてありますけれど、そ

うでなく本人ということで良いのか。 
 
（宮地委員） 名前で良いのでは。 
 
（永島委員） 聴き取りの時は名前でいいのですが、この後まとめていく時

に本人とするのか、患者さんとするのか、それよりもっと適当な呼び方がある

のかどうか、話題にしたほうが良いのかなという気がしたものですから。 
報告書をまとめるときには、「30 分まず本人に聴きました」そういうことが出

てくると思います。その時に本人で良いのか、一緒にお謀りしているつもりな

のですが、いかがですか。 
 
（鈴木委員） 本人でいいのではないですか、分かりやすいです。われわれ

だけじゃなくて報告書を見る人にしたら、これ何をさしているのかでは困りま

すから。 
 
（永島委員） そういうことで。ここではそれで了解したということで。 
 それでは、基本的な事はこれで良いでしょうけど、他には。 
ここに書いてあることが、質問になるということでいいでしょうか。 
 
（鈴木委員） ここに書いてあることが、質問項目になるのではなくて、イ

ンタビューするときのチェックリストになるんだと思います。 
例えば 2 時間の中で全部聞けなかったり、或いは別のことを聞く、或いは、

ご家族かご本人から話しが出てくるということもあるのではないか、規定して

しまうことは無いのではないか、何が足りないとか、あまりぎりぎりやっても

そんなに意味が無いのではないかと。 
これをベースとして、後は成り行きでやった方が良いのではないかと、今、

これを詰めるのはあんまり得策ではないと私は思います。 



（永島委員）こういう項目が盛り込まれていればいいということですね。 
その他はインタビューする人の力量、調査するにあたって、報告書が書けれ

ばいいと、そういう聴き方をしていく上でのヒントだ。そういう了解でよろし

いでしょうか。 
 
（脇本委員） どういう形でのレポートを望まれますか。 
 
（永島委員） 皆さん、どういう形のレポートがいいとお思いですか。調査

の項目は基本的にデーターとして出ているので、それ以外に聴き取り調査をし

たいということでした。そこでこの人たちの暮らしが浮かび上がるようなとい

うお話しがこの前出ていたと思います。そういう散文的なことが出てくる可能

もあるのです。私は家族の会ですから、そういうふうに流れてしまう危険性が

あって、専門職の人達はそれは違うのでは、というご意見がありますでしょう

か。 
 
（鈴木委員） 私も脇本さんと同じように、レポートの作成項目を決めて、

それを逆に遡って調査項目を決めてと思ったのですが、先ほど言いましたよう

にあんまりそれをやっても、相手のあることですし、そのとおりに行かないと

思うのです。従ってあまりレポートをどう作成するか気にしないで、調査項目

はこれだとやってみて、どういう結果が出るかわかりませんが、第 1 次、第 2
次と結果が出ているわけですけれど、出た結果を見てみてその範囲でまとめる

ようにしないと、レポートをどういうふうに作ってとすると、もう一回みんな

で集まって、申し合わせをして模擬練習をしないと、耐えられるような結果が

得られないと思います。ひとまず時間的にも精神的にも大変だから、やれる範

囲でやってみるとよろしいのかなと思います。 
 
（今川委員） その人の物語が読み手に浮かび上がるような聞き取りという

のは、ご本人と話をして生の声を聞くということですので、録音は？ 
録音した場合はテープ起こしをしながらレポートを書く、まとめていくとい

うことがあるのですが、それでなく、こちらの心に残ったことをメモしながら

聞くという調査にするのか、2 時間の中で語っていただくことを描くために、録

音するのはどうでしょうか。 
 
（永島委員） 事務局に伺いたいのですが、基本的考え方以降の丸印とか点

といったところは、まとめるときに、物語が浮かび上がるような、文章的にま

とめるのか、この項目を全体として、こういう項目にはこういう答えがあった

とまとめるのか、それとも A さん、B さん、C さんについてのレポートになる

のか、報告書になっているのか、皆さん、事務局もお聞かせください。この聴

き取り調査についてです。 
 
（事務局） この項目、柱に沿って聞いていただいてまとめていただきたい。 
（永島委員） 個人別でなく項目別にまとめるのですか。 



 
（事務局） レポートというのはまとめる人の個性でよろしいのではないか

と思いますが。 
 
（永島委員） ということは 45 人、４５通りのレポートが出ると考えてよろ

しいでしょうか。 
 
（事務局）そうですね 
 

（永島委員） そのようなことでいかがですか。 
 
（安田委員） 両方あってもいいかもしれません。施策には項目別、ヒストリ

ーには個人別というように。まとめる人は大変かも知れませんが。 
 
（出口委員） 今川委員が、おっしゃったテープ録音は、もちろん同意をいた

だく必要がありますが、もし同意をもらえたら録音の用意というのはどうなり

ますか。 
 
（事務局） ご自分でということになります。 
 
（出口委員） それもこの場で了解をいただくことになりますか 
 
（永島委員） 同意はもちろん必要ですが、そういうことが有りかどうかとい

う質問が出ました。 
 
（鈴木委員） 録音したらテープ起こしに同じ時間がいります。2 時間やったな

ら 2 時間必要なんですよね。一人当たり 12 月までに 4 から 5 件やらなければ、

いけないので、またテープを回してと、時間的に厳しいと思うのです。 
 テープやる人とやらない人と、当然レポートに差が出てくると思うんです。

テープやらなかった人は、寂しいレポートになってしまったり、そういうこと

があると思うんです。私はテープをとらない方がいいと思います。その方が真

剣に聞きますから。そうして、印象に残ったらそのことは大事なことだと思う

のです。原則テープは取らない方がいいのではないかと思います。 
 報告書のまとめ方は少なくとも調査員のやり方によってレポートを書き、そ

れを発表すると、共通像のようなものが出てくると思うのですね。共通像と個

別像が両方あって、共通はこうで個別はこうでといったまとめ方ができるんじ

ゃないかと思います。 
 
（永島委員） それは終わった後のまとめの方法ですね。 
 
（鈴木委員） そうです 
 
（永島委員） まとめをするといったことを念頭においてといったご意見でし



た。 
 
（小林委員） 調査中に起こるような事で、委員がメールで情報交換しながら

この調査は行われていくのでしょうか。 
 
（永島委員） dignity を使えればできますが。いかがでしょうか。 
 
（事務局） うっかり個人情報が出てしまわないように、お気をつけいただけ

れば問題ないと思います。 
 
（永島委員） だれだれさんのところに行きましたら、こうこうでした。とい

うのはだめですけれど、調査員として、こんな形で話しを進めたというような

ことですよね。これをメールに乗せることはいかがでしょうか。時間がありま

すので、最初に調査の行った方のを参考にできることはあろうと思います。 
 
（鈴木委員） dignity でイニシャルなどでぼかしたりして流せばいいのでは。 
今でもやっていることでしょうから。 
 
（今川委員） 逐一報告をするという括りでなくて、私たちは初めての調査に

行くわけですから、どういう反応をされるか分からないということがあり、例

えば、自分が行った時、皆さんと今、気を許されて話している観点と違った反

応をされたりとか、こういう意見があったとか、こういう質問をされてとても

困ったとかいうことに関して、共有したほうがいいかなと、次 1 件目 2 件目と

かあるんだったら、アドバイスをいただくとか、助言していただくとか、こう

いう面でのメールがいいのではないかと思います。 
 録音の件ですが、テープ起こしをしようというのではなく、あるとゆっくり

して集中して話しを聞ける部分があるし、何でこういうことをおっしゃったの

かなということを テープを聴き戻しながら拾えたりするので、絶対テープは

止めましょうということでなく、それぞれの力量もあるので許していただけた

ら有り難いと思います。 
 
（平野委員） テープに関してはそれぞれの委員にお任せでいいのでないかと

思います。まとめるのにそれぞれ得意としている手法もあるでしょうし、テー

プを起こすから、と真剣に聞かないという訳でもないし、特に制限する必要は

ないと考えております。 
 
（永島委員） 二人で行きますよね。二人のうち合作でレポートを書くのも難

しかろうと思うので、その辺はお二人にお任せということでよろしいでしょう

か。グループホーム評価なんかですと、主任とサブというのがあるのですけれ

ど、そういうことは決めないほうがいいですよね。お二人で協力してというこ

とでよろしいでしょうか。お二人の話し合いでレポートをひとつだすと。そう

いうことでよろしいですね。 



 テープについても随意にするという認識をしていただいてよろしいでしょう

か。 
よろしいということで、休憩時間にメモリーウォークの写真を見ることの了

解を得ておりますので、休憩といたします。 
          

休憩 
 

 
（助川会長） すみません遅くなりました。皆さんメモリーウォークお疲れ様

でした。 
 ここで、分担を決めるのですが、事務局で委員の意向について聞いていただ

いています。 
 
 
           訪問調査分担作業 

二人一組 9 ペアー 
           相談業務経験者を核とし、ペアーは固定しない 
 
地域ごとの分担は決定したが、最終的に誰と誰が行くのかは後日の調整となる。 
 
 
 
 
（事務局） 家族宛の手紙に訪問する 2 名の名前を書けないので、全員の名簿 
を送り、この中の二人が訪問しますと、いたします。 
 
（助川会長） 分担が決まりましたので、実際の日程調整のほうよろしくお願

いいたします。 
マニュアルを作っていただいて、一番最初に身分を証明するものを提示し、

必ず、私たちには守秘義務が懸っていますので、これは聴き取り調査のために

行いますということを確認していただいて、それから質問に這いっていただく。 
 
（永島委員） レポートの分量について決まっていませんでした。 
 
（助川会長） 逐語的に書いていくのか、本当に要点だけ書いていくのかは、

聴きとり調査の中で非常に重要です。できれば逐語役的なこんな会話があった

と書くとリアリティがあるのですが、難しいでしょうから、書いた中からどの

くらい縮小できるかになるかと思います。最初から、短く書くというのは難し

いです。 
 
（永島委員） 削っていくほうがいいのでしょうが、ある程度の形にして出

すのか、全部出してそちらで縮めてもらえるのか。 
（鈴木委員） 先ほど話が出ていたのは、とりあえず自由に出してみる。す



ると、ばらつきが出ますので、修正をすればいいと思います。これは決めきれ

ないと思います。 
 
（助川会長） 分量的なものは、短くしなさいということになると、大事な

ところが抜けた利とのリスクが高くなりますので、その時の会話の状況とか分

かるような形で出していただくということになります。 
 
では、これから実際に調査に入りますから何かご質問があれば。 
 
（宮地委員） 名簿の所属ですが、具体的に出してありますが、ここまで出

す必要がありますか。なんか有った時に、行政を通さないで、個人的に電話と

かあるのではないでしょうか。資格的なものでいいのではないでしょうか。 
 
（助川会長） 所属先を明確にするかどうかということですね。 
 
（宮地委員） 職種でなくとも、例えば老人ホームとかすればいいのではな

いですか。老人ホームの名前を入れなくてもいいのではないでしょうか。 
 
（助川会長） ではここで所属先を書き換えてしまおうと思います。同意を

いただかなくてはいけませんので。 
 
（委員） 一切要らないのではないでしょうか 
 
（宮地委員） あくまでも研究会委員としてやっているわけですから、なく

ても言い訳です。 
 
（助川会長） それでは皆さんの同意を得ましたので、研究会委員として氏

名だけにして、皆さんのところに送っていただくということに決定します。 
 
（委員） では身分を示すものは。名札を作りますか。 
 
（助川会長） 例えば県が発行した駐車券のようなパスを作ればいいわけで

すよね。 
 
（永島委員） この 22 名の委員の中の私は永島ですと分かればいいわけです

よね。 
 
（鈴木委員） 前回は、免許証のようなものを出して、名簿と照らし合わせ

ればいいということでしたが、確かにパスのようなものがあればいいですね。 
 
（助川委員 ）高齢者福祉課の委嘱でやっているわけですから、高齢者福祉

課の証明でいいのではないかと思いますけれど。 
所属を抜いた名簿が皆さんのところに行くわけですから、そこで通常の名刺



を出してもしょうがないので、千葉県高齢者保健福祉計画推進作業部会認知症

対策研究会のメンバーであるという証明が何かあればいいわけですよね。 
形として検討していただくということで、それがないと私たち行かれません

からお願いいたします。 
ほかに何かありますか。 
 
（脇本委員）調査先で、この記録を見せていただけませんかという質問が、

予想されるのですが。 
 
（助川会長） 調査先は個人の記録を見たいのですか、それとも集まった報

告書を見たいのですか。 
 
（脇本委員） 両方想定されると思います。 
 
（助川会長） 調査内容がこれでいいかどうかの同意は、調査先にも必ずも

らわなくてはなりません。私たちが調査したときに、どのように調査内容が書

いてありますかと聞かれた場合には、必ずこういうふうに、私たちは聴き取り

をしましたという事を、一回は提示しなくてはなりません。それで納得いただ

いてはじめて、聴き取り調査でいくというのは原則ですから、調査時点でみせ

てほしいといわれたときには、書いていったものは見せられませんというのは、

絶対だめです。必ずこういう内容で聴き取り調査をさせていただきましたとい

うのは、提示して確認すると、通常そこまで細かいことを言われない方が多い

とは思いますが、必ずそれは出さなくてはいけない、ということはご理解くだ

さい。 
当然、調査全体に協力いただいたのですから、報告書は必ず差し上げるとい

うことで、終了時に報告書ができましたら、お渡ししますということの 2 段階

でよろしくお願いいたします。 
 
（鈴木委員） 例えば A さんのレポートを書くときに、A さんの承認は必要

ですか。 
 
（助川会長） 再度、こういう形でまとめました、というのが見えると一番

丁寧なのですが、介護サービス情報の公表と同じで、調査をやった時点で、こ

ういう形で調査をしましたよ、の確認にさせていただいて、まとめた段階でま

た利用者本人の確認いただければ、その一手間は省かせていただくとありがた

いと思いますけど。 
調査の時にこういうようにヒアリングいたしましたと、確認させていただく

ということでどうでしょうか。 
 
（今川委員） クロージングという形で、今日お伺いしたのは、こういうこ

とと、こういうことでした、ということで、書いたものを見せるのではなくて、

そういうことでいいのですか。 



 
（助川会長） 少なくとも、こういうふうにヒアリングして、こういうふう

に聴き取りました、ということの同意が必要だといわれた時には、（すべての方

に必要ではありませんが。）通常こういうふうに行くのですが、見せてほしいと

いわれた時にはやはり開示しなくてはだめですね。 
難しくなっておりますので、そこまで注意を払っていただくということで、

お願いいたします。 
 
後何か気をつけることとかありますか。 
 
実は専門職関係で医師とか、最初から成り立っているところでは、こういう

ことは起こらないんですが、私たちはそこまで行かないでのヒアリングなので、

そこまで気をつけていただくということでお願いいたします。 
 
こちらが身構えて行ってしまうと，相手も身構えてしまいますから、こちら

は話しを聴き取りに来て、お役に立てればと伝えれば、信頼関係はできると思

います。 
 
ほかに何かなければ事務局お願いいたします。 
 
（事務局） 安田委員からお話しがあるようです。 
 
（安田委員） 車の運転について、なかなか止めない方が多くて、そこの場

で分かりました。と、言いつつも家に帰ると、そんな話しありましたっけとな

る。いずれにしても、文章で渡さなくてはいけないと思い考えました。これに

ついて後でメールででもご意見をいただければと思います。 
 
（助川委員） 田舎にいますと車が足ですから、なかなか止めない方が多い

のは良くわかっていますので、これも切実な話しですので、皆さんのご協力お

願いします。 
 
             閉会 


