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第１７回認知症対策研究会議事概要 

 
１ 日 時 平成１９年１２月１７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、 

酒井委員、鈴木委員、高井委員、土屋委員、滑川委員、浜詰委員、 
宮地委員、安田委員、山尾委員、脇本委員（以上１６名） 

（欠席：石元委員、菅井委員、出口委員、仲野委員、平野委員、山口委員） 
４ 内容  
（事務局） 
助川会長、施設での突発事項により遅れるとの連絡がありました。出口委員は急遽

欠席、滑川委員・宮地委員・小林委員が遅れるとの連絡がありました。 
時間なので第 17 回認知症対策研究会を始めさせていただきます。議事進行は永島

副会長にお願いいたします。 
 
（永島副会長） 
 議事 1 番は若年性認知症聴き取り調査です。皆さんご苦労様でした。こんな部厚い

資料です。これの施策への提言ということで、2 番目は若年性認知症調査の報告書の

作成、３番目にメモリーウオークの報告、4 番目にその他となっています。 
 1 番、若年性認知症聴き取り調査の議題に入ります。この部厚い報告について皆さ

ん労力を費やしてしていただいたと思うんですが、皆さん、初めて今日手にしていた

だきました。かねて事務局から連絡があったと思うのですが、この報告をしていただ

きたいところですが、時間がないので、皆様施策への提言を書いてくださっているの

で、そこについてだけ順番に発言していただきたいと思います。ご承知かと思います

ので、そのように進めさせていただきます。 
 では石井さんから時計周りでお願いします。おっしゃりたい事がたくさんあると思

うのですが、皆さんが時間を使えるようにお願いしたいと思います。 
 今日はテレビが入っていることもありますし、先にお名前をおっしゃってください。 
訪問調査は二人で組んでいるのですが、それぞれにお願いします。提言だけに絞って

よろしくお願いします。 
 
（石井委員） 
 石井弓子です。 
件数は多めで、お伺いさせていただいて、その中で気付いたところや、多くの方々

がおっしゃってた事を提言としてあげさせていただいきたいと思います。 
 まず一点は、障害者年金の制度やサービスにかかわる部分だけでなく、経済的部分

の支援の方法等について話を聞く場がない。 
また、話を聞いたとしても、自分たちの管轄以外のことに関してはおっしゃって下
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さらなかったり、教えてくださらない。ということで、認知症の方で障害者手帳や障

害年金の受給が適応できる方もいらっしゃるということも、窓口で総合的に開いて出

していただきたかったとおっしゃる方が多くいらした。 
自分たちの場所、役所とか役割とかだけでなく、もう少し広く窓口を必要とされて

いるのではと感じました。マンパワー、特に施設に入所されているという家族の方に

関しては、施設と家族間のコミュニケーションや施設と家族そして医療の連携が、厚

くあればということが聞かれました。 
それとあわせて、施設側に預けている家族の気持ちとしては、マンパワーの不足だ

ったり、職員の入れ替わりの激しさに関しては、不安を感じているというような話を

伺うことが多かったです。もう少し待遇をほしいというご意見もありましたので、そ

こを入れさせてもらえればと思いました。 
あと車の運転をされていた方、または認知症という診断を受けても、なお車の運転

を家族が認めていたというケースに関しては、車の運転が脳の刺激になる又は、いい

リハビリになるという意識をお持ちになっていらっしゃる方もいらして、それは誤解

であるということや、しいて事が起きてからでは、被害者加害者になりうるというこ

とを、もう少し啓発できることが必要なのではないかと感じました。 
 
（永島副会長） 
 ありがとうございます。もう既にいろいろな問題が出てきたように思います。次に

今川さんお願いします。 
 
（今川委員） 
 今川純子です。 
私も 6 件ほど訪問させていただいて、その中でレポートを書かせていただいた 3 件

の方についてです。 
まず 1 件は働き盛りの男性で、50 代でアルツハイマー型認知症となられて、今 10

年経過した方です。 
もう１件は奥様の方が、とても脳血管性の認知症の中でも、珍しいビンスワンガー

型の認知症になられた方です。 
それからまだまだ軽度で、お会いしたときも全く普通の方、主婦の方が迎えてくだ

さったご夫婦の方にお会いしました。 
 後もう 1 件は 若年性の認知症になられたお母さんを、次女さん、千葉のどの施設

にも入れなくて、都内の東京の方の病院に移られたというケースがありました。 
そのなかで感じましたことですが、まず早期発見の部分で、県民が例えば４０歳にな

ったら希望して受けられる脳ドックの割引の制度ですとか、どういったところで発見

していくとかといったところ、例えば脳ドック割引制度です。 
県内の病院では、なかなか認知症の専門医が分からなくて、県外の大学病院で受診

をされるという方がいらっしゃいましたので、県外の大学病院に足らずとも、県内で

認知症サポート医の養成を推進していく。 
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それから、軽度の発見ができる検査ききの中にスペクト、単一光子放射断層撮影と

いう機械があるのですが、そうした 新の機器が県内の脳神経外科に、どこでも設置

されているという施策とかが、早期発見の部分ではあるのではないかと思いました。 
それから、なかなか若年性認知症の認知症ならではの心理の部分に、寄り添った介

護が受けられなかった、或いは相談援助がされなかった、ということで、とても理不

尽な、例えばデイサービス、ショートステイにおいて若年認知症への偏見、認識不足、

若いから、体力があるから、暴れると大変だから、うちでは受け入れできません、み

たいな拒否があった場合、そういう理不尽な受け入れ拒否みたいなことがあった場合

に、苦情を取り上げて施設に現地指導をしていく施策であるとか。 
若年認知症に特化した専用のデイサービス、デイケアの施設作りということも必要

なのではと思いました。 
それからやはり広く県民の方に、認知症のことを知っていただくように認知症サポ

ーター養成講座が今展開されていますけれども、その中に若年認知症についての啓発

を力を入れていく、お若い方でも認知症になられる方もいるから、なかなか お若い

方が徘徊をされていたりといっても、気付かなかったりということがあったりします

けれども、あれっと思ったときには、地域でサポートできる。サポーター養成講座の

中で若年認知症のことを啓発してゆく。 
また、共働きの家庭の夫婦の一人が若年認知症になった場合の介護サービスの利用

限度枠の拡大、そういう時にはもう少し多く利用限度額が拡大されてもいいのではな

いかと思います。 
あと、福祉タクシー券の利用範囲、認知症の人で歩行困難になったら利用できる。

とかです。 
とても軽度の方のご夫婦などは、まだ旅行とか温泉旅行とかを楽しまれていました。

そういういきいきとした心を保つという面で 若年性認知症の方たちの旅行とか、リ

クリエーションの企画ですとかの支援も、観光県千葉ですので、力を入れていますの

でそういう面でも企画出来たらなと思いました。 
 
（永島副会長） 
 ありがとうございました。こういうのは回っていくと、だんだん、どなたかが言っ

てしまって少なくなっていくということがあるのですが、付け加えでということや感

想とかもいっていただきたいと思います。 
やはり聴き取り調査というのは、そのお家に伺って、本人や介護者に直接面談する

わけですから、それなりにインパクトがあったと思います。 
特にご本人について感想が伺えたらいいなと思います。もちろん家族もそうですが。 

黒田さんよろしくお願いします。 
 
（黒田委員） 
 黒田和成です。 
私は 6 件調査させていただきまして、私がおもだって記載させていただいたのが 4
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件。その中で今二人の委員がおっしゃったことと重複する部分も多いのですが、やは

り若くて働き盛りの方が認知症で病気になられたというところで、仕事との両立を含

めた多機能サービス、時間の融通を利かせたり、とかの多機能のサービスがほしかっ

たということがありました。 
 また、経済的支援をしていただきたかった時に、窓口が良くわからずに、早期から

障害者手帳をとったり各種助成など受けたりという方から、全く知らずに、数年たっ

てから、どこかの伝があって知ったという方もいらっしゃって、かなり個人差がある

のだなと感じたので、その辺に対して行政等を含めた広報活動が、積極的になされる

必要があるのかなというのが、感想としてありました。 
 お医者さんへの関わりという部分では、例えば車の運転については、かなり危険を

生じた部分で、主治医がアドバイスして、「危険だ」「あなたが運転するのは危険です

よ」とご本人が、すんなりと運転を止めることが出来た、という方もお二人いらっし

ゃって、主治医の方のアドバイスがすごく効果があるのだなと感じました。 
お医者さんによっては病気の予後、今後の対応、見立てを含めて、どういうふうに

今後関わっていくかといった部分を細かくお話ししてくれる先生と、病気の対処的な

お話ししかしてくださらなかった先生とかで結構まばらだったというところで、ドク

ターから具体的な症状に対しての関わり方とか、或いは医療面、介護面の対応の仕方

とかをお話しして下さったらありがたかった、というお話しをいただきました。 
何よりもご家族さんが病気になった時に、誰が代わりに当事者を見るのだといった

ところで、かなり心配の声が上がっていて、在宅療養支援診療所みたいな 24 時間体

制の看護サポートも含めた制度が、きちんとしっかりして、ご家族が病気になっても、

安心してだいじをとっていただくというような支援がほしいと、のご意見がありまし

た。 
ご家族さんが病気になったときに、1 ヶ月ほど入院しなくてはならなくなった時に、

なかなかショートステイといったサービスが見つけられなかったというところで、か

なりの苦労された方もいらしたので、介護面でのご家族さんが病気のなったときの介

護サポート面も重要かなと思います。 
 専門職、私自身も専門職の立場ですけれども、専門職の質を問われるお話しも、い

ろいろ聞かされまして、まず、何らかの周辺症状で、他者とのトラブルを中心に、サ

ービスを途中で断られ、そのあとどうしたらいいのかと困ってしまったケースも、何

件かあったので、そういった専門職のスキルアップと、同世代のサービスがなかなか

無いといたところで、高齢者と一緒のところで、内容的にも違和感があるとのご意見

をいただきました。 
同世代のピアカウンセリングといったところで、高齢者を中心とした家族の会はか

なり積極的に行われているのですが、なかなか同世代の方々のピアカウンセリングす

る所が少ないといったところで、一部あるんですが、それも病院中心の月一回するの

が条件とか、条件付なので、断念せざるを得ないとか、という壁があったそうなので、

同世代関係のサービスも充実したらいいのではと思いました。 
私も専門職の立場上で、ご家族さんの介護、発症、認知症などが分かってきた頃か
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ら、介護の日記などをつけて、細かくつけていたことで、すごく介護しやすかったと

いうか、振り返ってみて良かったというご意見があったので、いい体験談みたいのを

他の方に発信して行けたらいいのかなと思っております。また若いので、本人の生き

がい支援も含めて、また、リハビリ支援も含めた各種サービスもあったらいいのかな

と感じました。 
 
（永島副会長） 
ありがとうございました。3 人お聞きしただけで実に様々なことが出てきますね。

今日初めてなので、一回りお聞きしようかと思います。酒井さんお願いします。 
 
（酒井委員） 
 酒井邦浩です。 
私は 4 件の予定でしたが、1 件は先方の都合で拒否されたということなんでしょう

が、その対象ではないということで、行ったことは行ったのですが断られて、結局３

件回りました。 
ほとんど、今までの方で網羅されているように思うのですが、告知の問題がひとつ

あると思うんです。私の伺ったお宅では、告知は本人の前でされたと。ただそれだけ

では、こういう経過で直ることはない、必ず進行するということを言われたと、ただ、

これがそれでけでは、ちょっとご家族、或いは本人にとっては、一種ショックを与え

られたということになってしまう、そこで認知症になっても、どういうふうな生活を

していったらいいのかという事を、その後の人生をどういうふうして生きたらいいの

か、というアドバイスといいますかね、そういうことが、告知された側としては強く

感じていたと、いうことがあったように思います。 
対施設のことですが、ほとんどの方が、１件の方は脳梗塞からずっと認知症という

形で、非常に、ご本人の前で聞き取りをしたのですが、精神的に安定してなかったの

ですね、ですから実際問題とすると、ご本人がある程度理解が出来ていますので、ち

ょっと聞き取りするのに支障があった部分が相当あったのです。その方は施設に関し

ては、あまり不満なところはないとおっしゃっておりましたが、この方が施設に入る

経緯を見ますと、なかなか受けてくれる所が無かったと、いわゆる周辺症状が非常に

はげしかったということで。結局、向精神薬で抑えたというか、そういった形で、現

在はショートステイとデイサービスを利用しているということですけれども、この方

が果たして、私の感じですけれども、１００パーセント満足しているのかどうか、と

いうことがあると思うのです。少なくとも断られてしまうよりは、受けてもらった方

がいいということで、あきらめの気持ちがあるのではないのかなという感じがしまし

た。 
あと２件については、施設に対しては不満があると。ただ、おひとりの方はあきら

めているということです。不満はあるけれども、施設にはその不満を言わないという

ことでした。これもある意味、改善していかなければならない問題だと思いますけれ

どもそういう現状です。 
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もう一人の方は、奥さんが若年の認知症の方なのですが、施設に訪ねているのです

が自分が行かない時に、どういう生活をしているのかが皆目分からない、したがって

施設と家族の間のコミュニケーションといったらいいか、連絡帳のようなもの、デイ

サービスなどは連絡帳が必ずあります。長期入所の場合は、少なくとも私の関わって

いる所では、そういった報告はないということですから、その辺はどうしても改善し

ていかないと、施設に入所はさせているけれども、どんな生活をしているか分からな

いと、不満を多く持っていらっしゃる方がいました。 
 あとは、施設の拒否、若年の場合は、特に入所を断られるということが多いと思う

んですが、どうしても止むを得ない場合は、薬で抑えるということは必要だと思うの

ですが、そのへんのさじ加減が、ただ興奮状態を治めればいいということでは、問題

があるのではと思いました。 
 
（永島副会長） 
 事務局に伺いたいのですが、聴き取り調査の中で既に本人が入所していたというの

は、今、分かりますか。次の鈴木委員の後で、もし分かればお願いします。分からな

かったらいいのですが、では鈴木さんお願いします。 
 
（鈴木委員） 
 委員の鈴木です。私は私の判断で、軽度の方がひとり、中度の方がひとり、重度の

方が二人ということで対応しました。 
 軽度の方はそんなに困っている様子は無くて、ただ将来どうなるのかな、という不

安を感じております。中度の方は、訪問した時点、夫が介護しているわけですが、先

ほど話のあったビンスワンガー型だったので、発見が遅れたということはあるのです

が、その中でもしっかり対応できていました。 
一番大変なのは重度の方で、ご本人はたぶん自分の世界の中に入ってしまっていて、

苦しんでおられるかどうかは、遠くから見て分からないのですが、大げさに言うと家

族の人生に大きく影響を与えている、ということで、両方とも奥さん、女性の方が患

者さんで、、夫が介護しておりますが、夫も定年後ということもあって、それほど経

済的に云々というのは、それほど多くないのですが、娘さんが正社員を辞めてパート

になり、そういう意味で婚期が遅れるというような表現もありましたが、娘さんの人

生に多大な影響を与えているというように思いました。 
全体をまとめると、中、重度になると通常形式の介護サービス業者、行政では対応

しきれなく、相当に努力した対応ということで、結局、ご家族がかなり食いついて聞

いたり、要求をしないと、なかなか満足な結果が出てこないということです。やはり

担当するスタッフの資質に、ばらつきがあって対応が不十分なのだろうなと、これは

どの相談窓口も同じだろうとは思いますが、そういう状況です。相談窓口も一本化さ

れてなく、役所の介護相談窓口に相談する場合が多いのでしょうが、満足行く答えが

出ない場合があるということです。若年でありますから６５歳未満いうのが定義です

けれども、特定疾病で介護保険が使えることを知らなかったということで、それも紙
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に書いてあるのでしょうが、見ないと、その辺の周知徹底がされていない。 
重度の認知症の場合は、特養とグループホームということで、利用する施設がある

のですが、特養の場合は、一般利用者との混在になるので、問題行動があると、周り

の一般の利用者さんに迷惑をかけるということで、受け入れてくれても、退所してく

れということになる。 
一方グループホームも軽中度の対応が主ですので、あまり重度ですと他の利用者さ

んに迷惑がかかるということで、出てくれということで、行き場が無く、在宅になる

と世話をする家族が犠牲になるということが現実です。 
後にまとめますと、ひとつは相談窓口の一般化と強化ということで、悩んでいる

ご家族の方に、ここへ行けばある程度やってくれると言う窓口。そして次に、スタッ

フの強化もされていると。 
千葉県では独自に中核地域生活支援センターがあるので、これも良く私も知らなか

ったのですが、実は私の住んでいる地区にもあったということで、センターの設置自

体は県から聞いて知ってましたが、実際どのくらいやっているかはわかりませんで、

別のところで聞いてたまたま分かったのですが、そのくらいですから、周りの人はほ

とんど知らないと思います。その辺を周知して、きっちり対応できるような体制を整

えていただきたい 
後に国への提言になるのですが、重度認知症の介護対応の整備、施設なら特養か

グループホームですが、グループホームでは、重度ではなかなか受け入れにくいとい

うことで、重度の認知症の方を受け入れられる施設、或いはそれが対応が出来るケア

マネさん、ケアマネさんも認知症対応があるので、講習を受ける、資格を得るという

制度をつくり、認知症に強いケアマネさんの養成、同じようにして認知症に強いヘル

パーさんの養成、このような施策をやっていただきたいと思います。 
 
（事務局） 
訪問調査の中でどのくらい入所しているのか分からないのです。 
１次調査では出ているのですが、訪問調査の前にケアマネさんに住所とか電話番号

聞いている中で、２から３、数件はあったのですが、訪問調査に行っていただいた中

で何件あるかは、まだ集計できていません。 
 

（永島副会長） 
行ってみたら、本人が施設に入所されていたということがありましたら、家族のあ

り方として、在宅とどう違うかということを、ほかの委員さんもおっしゃっていただ

くといいと思います。 
次、高井さんお願いします。 
 

（高井委員） 
高井です。柏の宮地先生と我孫子の小林さんと三人で、７件でしたが、そのうち３

ケースが電話で訪問の日を調整しようとしたら、勘弁してほしいといわれ拒否されま
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した。実際には４ケースを行きました。ひとり３ケースから２ケース行ったという感

じです。要介護のほうは５の方が３人、３の方がひとりで、４ケースの方全部が在宅

で見ていらっしゃるというケースでした。 
あと補足を小林さんのほうからおっしゃっていただきたいと思いますけれども、お

一人は柏の方で５５歳発症のアルツハイマー初老期認知症と言われていた男性の方

は、現在、要介護５で、現在ほとんど寝たきり状態、硬膜下血症も発症して身体的に

全然動けない状態ですが、奥様が見てらっしゃいました。 
この方のケースは、 初歩き回るといったことがあり、奥様が体を壊されて入院し

なければいけない時に、ショートステイ先を探すのに大変苦労したと、３０箇所ぐら

い回りましたという話しでした。お医者さんにも頼んで茨城まで、精神科に１ヶ月ぐ

らい入院したとか、そういう形で何とか奥様のご病気入院中、何とか見てもらえれば

ということで、とっさの時の受け入れ先がないということ。 
日常的にはデイサービスに行っていらしたのですが、ご家族からはデイサービスそ

のものについて、職員の対応についての不満は聞かれません。ただ歩き回っていた時

だと、狭いデイサービスですと本人ちょっと窮屈がっていたのかな、とご感想を述べ

られていました。 
奥さんのほうは彩星の会という若年の家族の会の立ち上げから参加されている方

で、かなりの情報量は、ケアマネよりも持っていらして、いろんな支援とか税金の控

除とか、すべてされていて、そこの家族の会でサポートしていただけている事は、か

なりいいような感じで、奥様は発症して７年半ですけれども、２年ほど前から大分ゆ

とりもあって、少し自分の趣味の事が出来るようになったというお話で、在宅もそう

いう形で、ショートも使いながらやれている状況でした。 
それから我孫子の奥様がご本人の方、ご主人が見てらっしゃるのですが、現在、要

介護５になっているのですが、ご主人からは医療費の支援のあり方のところで、MRI
は年内に数回撮ると、出費が２～３万と大変痛い、ということを市役所のほうに相談

に行ったら、特定疾患の支援制度があって、認知症に関するものについては、補助を

受けられたとか、何か困った事があって何とかならないかと、家族の訴えからでなく、

支援の仕方とか税金控除とか一括して教えてくれる窓口があったら良かった、いちい

ちひとつずつ聞きに行かないと教ええくれないということで、そういうことで、経済

的にも大変困ってらっしゃる。    要介護５になってオムツなんですが、オムツ

の補助が社協あたりであるのですが、65 歳からでということで、まだ 65 歳にならな

いのでだめだと、いわれたというお話しでした。 
 違うケースですが、ご主人が本人の方については、60 歳ぐらい、定年になってす

ぐおかしくなって、年金が満額出ない間の生活は大変苦しかったと、現在 63 歳です

が、満額年金が出るようになって、何とか生活が出来るようになりました。とおっし

ゃっていました。 
そこのご家庭は支援を受けられてなくて、苦しいとおっしゃっているのですが、そ

ういう制度もあるんですよ、ということをお話しし、ご相談なさったらどうですか、

と申し上げたのですが、今何とかやれているとのお話しで、そうは言いながらも、例
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えばインフルエンザの予防注射など、デイサービスに行っているので、受けるのはエ

チケットなのですが、高齢者なら自治体の補助があるのだけど、65 歳前だからない

というのは理不尽じゃないかと、お話しはされていました。 
 関連して付け加えがあれば、小林さんお願いします。 
 
（小林委員） 
 一番皆さんと違うのは、難病の方のところで、宮地先生と二人で行った方です。ご

本人は 46 歳の男性の方で、ご両親と三人暮らしでした。 
要介護度は 2 です。通所介護が週 2 回、ショートステイを利用されている、主たる

介護者が両親と老犬だったんです。宮地先生と二人であの犬はすばらしい犬だといっ

て帰ってまいったのですが、経過は若年性アルツハイマーの方とは違いまして、もう

18 年に至るわけです。18 年前に 20 代のときに倒れてこの方の場合は、ベーチェッ

ト病だったのですが、しばらくたってから、15 年前昏睡状態になったあとは、深い

記憶障害になってしまって現在に至っていらっしゃる方です。ところがその後、急に

ということは無く徐々に徐々に進んでいるようで、7 年前から沖縄旅行を始められた

という話を聞きました。 
 既に記憶障害が出てから、ご両親はご本人に病名を告げたらしいのですが、その病

気の深いところは理解されていないようですが、絶望から自殺を図ったとかいうよう

なことはあったようです。ただ沖縄旅行、大丈夫かなと思うのですが、タクシーの中

でも飛行機の中でも発作は起こるようなのですが、それでも本人は毎月沖縄旅行を続

けていらっしゃいます。 
家族の支援なのですが、ご両親が言うには当たり前なのですが、自分たちが年をと

っていくことに対してが一番不安なのであると、たまたま行った日に市役所からの手

紙を見せてもらったのですが、介護度が 3 から 2 になって、その意味が手紙ではよく

理解できないと、自分たち年寄りにも理解できるように、手紙や説明をしてもらいた

いというようなことをおっしゃっていらっしゃいました。 
 また、以前千葉県からも見舞い品が来ていたのだそうですが、それも来なくなった

と、自分たちの存在が忘れられていくようで寂しいと、おっしゃっていました。ご両

親は当然後期高齢者です。いつどうなるか分からないような状態で、残される息子の

ことを心配されている様でした。このケースの場合、ご両親の切々たる思いが伝わり

まして、大変辛い調査でした。 
初めて救急車で運ばれた時、お父様は現役で会社で連絡を受けたそうです。それか

らまもなく定年となって年金暮らしの中、少しでも自分たちの立場を知ってもらいた

いと、一生懸命話してくださる。家族の大事な一員だと思える犬でさえも年老いて、

この家は古いのです。なんとも忍びない想いでいっぱいになりました。 
せめて、県とか市とか行政からの手紙ぐらい、理解し易い誠意あるものであってほ

しいと願ったものです。このケースに関してはこのように考えました。 
それから、我孫子の方に高井さんと一緒に行ったケースですが、印象に残ったのは

夫が妻である本人に、本当に、寄り添うようにされているのです。ご本人さんはソフ
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ァーに座ったりダイニングに行ってお茶を飲んだり、トイレに行ったりとマイペース

で動いていらして、笑顔も見えて時折「そう」と言葉も発せられる。終始ゆったりと

穏やかな表情で過ごされているのが分かりました。 
それで要介護 5 でいらっしゃって、平成１3 年に仕事を辞めてから体調が悪くなっ

たとおっしゃっていましたが、気付きは 初ご本人が病院に行かれたそうです。頭が

痛いといって。そのあと大学病院で MRI の検査をしても、脳の萎縮はなしと診断は

なく 2 年後にやっとアルツハイマー病と診断されています。 
その 1 年後に徘徊が始まって、SOS ネットのお世話になったそうです。そのあと

に市役所に行って介護保険サービスを受けて、18 年認知症の家族の会合に通われる

ようになった、というお話を聞きました。 
このケースの場合はよく言われる、親族に言わない、認知症であることが恥ずかし

い、というお話しが聞けたケースです。17 年に親族に知らせたのですが、ご本人が

実家に「家に知らない人がいる」と知らせたのがきっかけだそうです。ご夫婦二人き

りなんですが、息子さんにも告げなかったそうです。 
ここのご主人は、主たる介護者なのですが、はっきりおっしゃいました。家族支援

ということで、介護する家族への支援をもっと考えてほしいと。介護するのは当たり

前、苦労するのも当然と思うが、誠心誠意尽くしているものの気持ちを行政はどう思

っているのかというふうに疑問に思ってらっしゃるようです。 
ご主人はまだ、お若いですから，週 4 日のデデイサービスの時は働いてらっしゃる

んです。残りが訪問介護なのですが、非常に貴重な日であることをこの方はおっしゃ

っていました。、何とかならないかと市役所に相談に行ったら、部厚い介護法の保険

法のファイルをめくりながら説明されたと、法の解説ではなくて、柔軟な対応を求め

ているのが、どうして行政は分からないのだろうか、というようなことをおっしゃっ

ていました。 
 生きがいとか社会参加についてなのですが、病気になる前は、奥様とても旅行が好

きで、海外のマラソン大会に参加するようなことだったそうなのですが、いまや散歩

しても楽しむことが出来なかったと、寂しげな話しは聞きましたが、まだ孫の顔を見

るために、息子夫婦のところへ行くというのが楽しみで残っている。とのことです。 
この方は言葉による意思の疎通は出来なくなったとは言われますけれども、でも自

分がイラつくと以心伝心で本人に伝わってしまうと、やさしく接することの意味が本

当に良くわかったとおっしゃっています。 
家族からしっかりとこの言葉が聞かれると、調査員としてもつらい想いがあるので

すが、まとめとして、介護者である夫から、在宅支援とは、家族がありがたいと思う

ことではないかという言葉をいただきました。 
介護事業者や介護サービスそのものに対しては、トラブルはあるけれども満足だと

いう意見でした。不満はすべて国の方針とか市の担当窓口、つまり行政に対してであ

りました。 
 このケースは、この夫は非常に活動的ではあるのですけれども、病院で診断されて

から介護サービスを受けるまで、介護サービスを受けだしてから家族の集いに行くま
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で、それぞれ年数がかかっています。知人の紹介で介護保険サービスを受けようと市

役所に行かれたのです。その時は、SOS ネットを利用した後でしたから、夫からこう

いうふうに言われました。「市役所は私らのことを知っていたのですよ。」言われまし

た。認知所の家族の集いについては介護サービスを開始する時に、市役所から聞いた

覚えはあるけれど、どこで、いつ、何をやっているのか分からなかったので、だから

参加しなかったのだ、ということをおっしゃっていました。ですから参加まで時間を

要しています。 
 それから当然あるべきである、市の暮らしの便利帳であるとか、介護保険のいろい

ろな物も持っていらっしゃいませんでした。この夫が「知らないものは、ばかを見る

のか」というふうにおっしゃっていたのですが、介護する家族にとっては重大な問題

だと改めて感じました。 
 柏市のケースは高井さんがおっしゃった通りで、彩星の会の方なのですが、訪問し

て居室内の清潔さとか趣味の良い飾りつけが 初に目に付きました。自宅でフラワー

アレンジメントの教室を開いたり、友人との 1 泊旅行なども楽しまれています。ご主

人はほとんど寝たきりで要介護 5 なのですが、そういったことを楽しまれています、

楽しむ余裕があるのです。そのすべて、ほとんどが彩星の会の支援力ではないかと感

じました。 
この介護者は体調を崩しながらも施設を探し回ったり、ケアマネ以上の情報力を持

って寝たきり状態になった現在も在宅介護を継続しているのです。これが彩星の会の

支援力ではないかと思いましたが、もうひとつ、もともとこの奥さんは地元の人で、

地元に友人があって、介護者が孤立していなかったために、情報源にも恵まれていた

のではないかと感じました。 
 
（永島副会長） 
 今日は本当に良いお話しがたくさん出ていて、皆さんのお話を良く聞きたいのです

が、あとにまた次段がありますので、また、助川さんにいらしたので後はお譲りしま

す。 
 
 
後半、録音に不備があったため、一部箇条書きでの説明になっています。ご了承く

ださい。 
 
 
（土屋委員） 

50 代で若年性認知症になり、現在寝たきりの方を訪問しました。発病に気づいた

のは、会社の帰り道、首都高速道路から降りられないとの妻への電話や、ガソリンス

タンドで給油口のあけ方が分からなくなったことによるものだそうです。 
会社を辞め、自宅での療養がしばらく続いたそうですが、病気の進行につれて妄想

や幻覚が現れ、家庭内では対応できず、施設への入所をお願いしたが断られたそうで
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す。 
現在は施設で生活されていますが、ご家族の話をお聞きしますと、病状の進行度合

いに応じたサービスの必要や、早期発見のためにも若年性認知症のことを広く知らせ

る必要があるとおもいます。 
 
（滑川委員） 
・5 件訪問しました中で、6 つの提言をします。 
・医療の問題 

告知について 

ガンに対しては、告知に関して議論され取り扱いについても、本人への精神的

な配慮がなされているが、『若年性認知症』の診断名の告知について、今回調査

した全てのケースにおいて、本人及び家族への配慮が全くなされていなかった。 

医師や医療関係者は、本人や家族の気持ちを大切に関わって欲しい。 

告知の仕方（本人・家族の受け止め方を配慮して）検討する必要がある。 

・情報の問題 

福祉サービス・障害者手帳・年金など受給できるサービスがあっても、情報を

得ることが難しい。 

障害者・高齢者の一連のサービスの情報を提供できるような総合相談窓口の設

置が必要である。 

・福祉サービスの問題 

在宅介護を行う場合、高齢者・障害者を問わず住環境の整備は生活の基盤であ

ると思う。障害福祉サービスの中に、住環境の整備を取り入れる必要がある。 

若年性認知症の方向けのサービスが欲しい。 

・介護者を支えるために 

「家族会のような団体があっても身近なところにはなく、行きたくとも目が離せ

ないからいけない。」との声が多くの家族から話しがあった。家族のはけ口であ

ったり悩みを打ち明けられる場の必要性は大きいといえる。 

市町村・地域で介護者が話せる場所が欲しい。 

また、医師にも行政にも介護者の話しを聞く機会が必要だと思う。 

・質の高い介護を受けるために 

介護職員の労働条件等の待遇を改善。 

職員の定着、ゆとりが利用者への対応に跳ね返ってくる。 

報酬の増額が難しければ、調査の中での提案であったが、職員に対して税金の優

遇措置をするなどの施策も検討する。 

・障害としての理解（今回の調査とは直接は関係ありませんが、地域での相談から） 

「若年性認知症」に対して一般には知られていないため、高齢者に比べて家族が「お

かしい」と気づいても受診にはつながらないため、早期発見・早期対応が難しい。 

本人が出来なくなったことを家族が病気と理解できずに、イライラして家庭内暴

力等につながっているケースもある。 
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高齢者やもともと障害を持っていた方については、近所も行政機関などに「通報」

してくることもあるが、若年性認知症の方については、よほどのことにならない限

り表に出てきにくい。 

また、高齢者でないために緊急に入所できる対応も難しい。 

このような虐待を予防する施策と対応する施策が必要と思う。 

 

（安田委員） 

 1 例のみ訪問した。本人は、すでに寝たきりで、会話や食事も困難。胃ろうで栄養

を補給している。痰を夫が吸引している。夫も足が悪く、立ち上がりは、手すりをつ

かってかろうじて立っている。そのため、介護は体力的にきついとのこと。それ以上

に経済的に困難で、同居の独身息子に頼っている。生活保護は適応外といわれた。デ

イを毎日のように利用している。施設やケアマネには満足している。全般的に相談に

乗ってくれるシステムがほしい。 

 

（山尾委員） 

 健康づくり、医療福祉の連携、中核地域包括支援センターの役割がよく分からない

のですが。 生き生きサロンで予備軍を抱えておますので、正しい知識を持ってゆく

ことが大切だと思っています。 

 

（脇本委員） 

 8 件、在宅 5名、入所 3名（特養、グループホーム、病院） 

聞き取りでの要望のまとめ 

・若年認知症は急に悪化するときがあるので、介護困難な場合、優先的に入所ができ

るシステムがほしい。 

・高次脳機能障害と認知症の境目あたりの方への支援が乏しく、理解した支援者も少

ない。両方に対応可能な相談窓口がほしい 

・認知症の本質は病気であり、医療が解決すべき問題。 国として集中的にお金、人

的に投資して根本的な治療をみつけてほしい。 

・身体合併症のため抗けいれん剤使用しているケースでは、施設利用を断られ、在宅

経過せざるを得なかった。検査入院の際も 家族に 24 時間対応の付き添いを要求

され、負担感が強く、次々に家族が倒れた。 

・介護する家族の不安のいちばんは今後の経過が不明で、医師からもじゅうぶんな説

明が得られていないと考えている。家族会などに入会している家族は、情報が早期

に得られ、負担感の解消につながっている。 

 

聞き取りにおいて、脇本が感じたこと 

・認知症に関しての 低限の理解がない相談窓口は、むしろ本人・介護者にとって悪

い影響を及ぼしている。 

・いまだ、社会資源含めた一覧情報がない。地域ごとの制度・制度外の活用できるデ
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ーターベースが必要（保健・医療・福祉・教育・就労などの分野で）  

 

報告書をどのように作成するか 

・高齢者認知症、若年の認知症  高齢との共通しているものと若年に特徴を切り分

けることが大事 

・若年の特徴  体力がある 介護の逆転 早期発見（自覚があることを医療からス

タートできれば） 

・高齢との共通 情報の提供は両者に必要 

・概要と詳細編に分ける 

 

認知症メモリーウオークの報告  

＊会長からの報告  

・報告書ができました。 

・参加は 500 人ほどでした 

・ 初はどうなることかと思いましたが官民協働で大成功でした。 

・厚生労働省から後援をいただく条件が、広域性と継続性でしたので来年も実施した

い。 

・来年もこの会から千葉県だけでなくもっと広げてゆきたい。 

 

＊実施報告書と決算報告（案）の提示 

・会長から決算内容について説明。 

・残金は来年度に繰り越すことの同意を得る 

・監事 高齢者福祉課横尾室長から承認を得る 

 

＊認知症メモリーウオーク千葉実行委員会事務局長 永島委員のあいさつ 

 この認知症対策研究会が始まるときに討論もいいけれど、みんなで少し汗をかくよ

うな事も出来たらといいましたが、本当に大汗をかきました。来年はもっともっと広

めたいと思います。 

 


