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第５回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年９月２７日（水）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、黒田委員、酒井委員、 

高井委員、土屋委員、仲野委員、滑川委員、浜詰委員 

宮地委員、安田委員、山尾委員 （以上１３名） 

     （欠席：石井委員、石元委員、小林委員、鈴木委員、出口委員、平野委員、 

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 中核地域生活支援センター等相談実績【資料１】 

２ 「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」のまとめ【資料２】 

等です。 

では、助川会長よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

皆様こんばんは。それでは、本日の議題に入ります。 

まず、前回質問のありました中核地域生活支援センターについて及び第３回に新た

に追加された２項目について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 第４回の相談体制の整備の中で、中核地域生活支援センターに関しまして、鈴木委

員、安田委員から御質問がありました。 

まず、千葉市が対象に入っていない理由は何かという御質問ですが、保健所所管区

域１４に設置しているため、政令市、中核市は除外しています。千葉市、船橋市の相

談は受けないというものではありません。圏域外や県外からも相談があり、対応して

います。 

次に、１４の中核地域生活支援センターの活動状況はどうかという御質問ですが、 

配付資料をご覧ください。相談件数は、設置当初の約２，０００件台から、現在では

約５，０００件を超えています。相談内容は、障害関係が７２％、高齢者関係は６％、

相談方法は、電話が７割、来所が 1割、訪問が２割。相談時間帯は、９時～１７時が

７４％、次いで、１７時から２１時が１６％、夜間等も１０％あります。 

 次に、対象人員の把握、必要な人員と財源の算定はどうかという御質問ですが、相

談件数は把握できるものでもなく、未知数であること。必要人員は、相談体制として

は、最低２人は必要とし、経費は、人件費と事務所経費を積算しています。人員につ
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いては、件数の増加に伴い増員しています。 

以上、中核地域生活支援センターは、前回、相談機関のひとつとして紹介したもの

ですが、質問がありましたので、それに対する説明です。 

この他、参考までに、老人性認知症センターの事業実績と老人精神保健相談事業を

実施している５つの保健所の相談実績を付けてあります。地域包括支援センターの相

談実績については、４月から８月までのものを取りまとめているところです。 

さて、第３回に、検討項目として、新たに２項目を挙げていただきました。前回に

御意見をいただく予定でしたが、時間が足りず、資料配付のみとなりましたので、簡

単に御説明いたします。 

まず、自動車運転と認知症について、前回お配りした資料のように、平成１４年に

施行された改正道路交通法により、認知症と診断されると、運転免許の拒否や取消し

など一定の制限を受けることが示されています。しかし、あくまで本人あるいは家族

が認知症であるとの申請によるもので、未然に防げないため、警察庁では、簡易検査

の導入を決め、検査方法や対象年齢について検討しているのが現状です。 

県警運転免許本部にお尋ねしたところ、これまでの取消件数は、平成１５年度２件、

１６年度２件、１７年度５件ということでした。 

県として行えることは、認知症の正しい理解の普及という中で、啓発の中に加える

ことが考えられますが、それ以外にどんなことがあるか御提案をいただきたいと思い

ます。 

次に、認知症予防についてです。地域包括支援センターで行う、介護予防事業の１

つに認知症予防として、予防知識の啓発・予防プログラムの実施がありますが、県と

してはそれに対する支援を行います。 

また、認知症予防の先進地事例を市町村に伝達する国庫補助事業もあります。 

これまでの議論の中では、検診制度の導入について御提案がありましたが、これに

は、診断・治療や介護へのつなぎもありますが、多くが発症や進行を遅らせるものへ

のつなぎが重要になってくると思います。 

県として予防事業に取り組むとすれば、その方向性あるいは、具体的な事業につい

て、御意見をいただきたいと思います。 

 県で市町村の介護予防をどう支援していくかという話ですが、介護保険法では市町

村が事業の実施主体です。よって、県は直接行うということではなくて、市町村が行

うことに対して、支援をしていくという形になっています。 

今後、県としては、介護予防市町村支援委員会をたちあげ、市町村の事業を当委員

会に報告いただき、委員である専門家等にそのやり方・実施について適切かどうかと

いう形等で評価をいただいたりとか、助言をいただいたりということを考えています。 

また、県内でも先進的なところもありますので、そのような事例を市町村に広めま

して、市町村でもそれを参考にして認知症予防について行っていただきたいと考えて

います。 
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（助川会長） 

ありがとうございました。今、御説明はいくつも一緒にありましたので、皆様から

御意見をいただく場合に、少し分けたほうが整理しやすいと思います。最初に、中核

地域支援センターの話はよろしいでしょうか。このような実績であるという御報告が

ありました。 

御検討いただきたいのは、自動車の運転と認知症についてです。最近、テレビで取

り上げていましたが、認知症の人がどんなに視野が狭くなったりとか、高さがなくな

ったりとか、お年寄りがこうなるときの姿勢などをやっていました。こういう風に視

野が狭くなり、速度感が全然なくなっているというのがありましたので、こういうよ

うなシミュレーションを見せていただくと非常に分かりやすいと記憶にあります。 

車の運転と認知症についてというところで、自己申告で取消件数が非常に少ないと

いう報告がありましたが、皆様から何か御意見がありますでしょうか。どういう方向

性でというのは、まだ出てこなくても、こんな風に感じるとか考えでも構いませんし、

現状のお話でも結構ですがいかがでしょうか。          

 

（永島委員） 

現状の話ですが、２つあります。まず、家族は、危ない運転をするというのが分か

っているのですが、本人は自分が危ない運転をしているかどうかの自覚がない場合で

す。何年か前に、家族の会の茨城県支部を立ち上げるために、２年くらい茨城に通っ

ていたことがありますが、茨城というところ、特に筑波のほうは、ＴＸがまだできる

前でしたので、みんな車なんですね。そうすると、みんな、本人が運転して、奥さん

が助手席にいて、すごくセンターラインに寄るとか、さっきの視野の問題もあると思

うのですが、ぎりぎりまで行ってしまったり、オーバーしたり、それから、慣れてい

る道でも、次の交差点で左折の左車線に入ることは、ずっと前から順序を頭の中にい

れて運転しなければいけないのに、そこを分からなくて、急にそこに行ってキュッと

入ってみたり、すごく危ないわけです。だけど、本人はそういう意識があまりない。 

そういうことの結果として、車をやめようと言っても、２番目には本人の問題です

ね。車を廃車しない、免許の返上もしない、やはりそうすると生活に困るというのも

あるし、自分は３０年も４０年も運転しているのだから、自分に間違いなんかあるわ

けないと本人は言い張る。しかも、車を売ってしまっても、新しい車を、業者を呼ん

で買ってしまう。まだ、保険なんか出ていない段階で、ほんとうに危険なことです。

それに、そういう取引と、本人の自覚、そういういろいろな要因が絡まり合っている

のが、この運転免許に対しての問題だと思います。 

あともうひとつ、この前の資料に出しましたけど、事故が起こった場合に、認知症

だということを診断した医者に賠償責任があるか否かという、お医者さん側の方の問

題もあると、九州では、だいぶ前にそういったことでそういった問題があったことで

す。それで、お医者さんから「実態はどうか」というようなことが千葉の家族の会に

問い合わせがありました。まだ、医師会の方でも、きちんとした方向が出ているのか
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どうか、その後、聞いておりません。いろんな問題があります。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。はい、滑川委員。 

 

（滑川委員） 

 これは、事例ですが、介護認定調査に行ったときに、御本人とお話をしていると認

知症があると感じられた方のことです。夫婦二人暮らしで、自分たちの目で見て食べ

たいものを買いたいとご主人が運転をして買い物に行っていました。奥様が隣に乗っ

て「ここを曲がって！赤信号だから止まって！」と指示をすればスーパーまで運転す

ることができるから、運転してもらって買い物に行っていました。やはり、自分の目

で見て買うものと、ヘルパーさんに頼んで買ってきてものと違います。介護保険サー

ビスで、どこまでヘルパーさんが一緒に本人と買い物に行けるかとか、サポートをす

る制度が必要です。どうしても、長い距離は歩けない、膝が痛くて荷物を持てなくて

歩けない人たちにとって、車の必要性がある場合に、運転することを止めることは生

活に支障をきたすので難しいと思います。 

それから、最近の例ですが、やはり、認知症で自動車事故を何度も起こしたため、

御家族の勧めもあって、免許を返上した方がいました。しかし、表に行きたくて、そ

の方は、電動付き自転車を買いました。その自転車で、なんと１日５０キロ走ること

を目標にしていると言って、結構、交通量の激しい道を御本人が出かけられます。だ

から、免許のあるなしだけでなくて、いろいろな面でサポートが必要なんだと感じる

のが現状だと思います。 

 

（助川会長） 

 はい、他に御意見ありますでしょうか。今、お二人から現状のお話していただきま

したが、やはり、これは、過疎部においては、生活の足である非常に大事な車を、認

知症があるからといって、単純に取り上げることだけしか、考えなかったとしたら、

生活が継続できない、成り立たない。認知症と車の関係というのは、いかにその方た

ちの生活支援ができるかということを考えた上でないと、なかなか次の一歩が踏み出

せないということが現状としてわかったと思います。 

そうすると、この私たちの研究会の中で話し合う方向として、実際的にどのような

援助が必要なのかというところまで、次に踏み込んでいくのか、ある程度のサポート

はどういうところまで必要なのかを出していかないと、次のステップにはならないか

なと思います。例えば、今、コミュニティバスがどんどん盛んになってきて、大きな

バスはどんどん縮小傾向になり、コミュニティバスや移送サービスがどんどん広がっ

てきているとか、ボランティアでも移送をやる方たちも出てきています。足という問

題を、かなり前向きにとらえている地域も出てきていると聞いていますから、その辺

のところとか、実際に今の大事なポイントというのは、生活が成り立たなくなるとい
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うところのために認知症があってもやはり続けてしまうというリスクの大きさです

ね。そこをやはりこの研究会の中で明確に出して、提言の中に入れていければという

ことでよろしいでしょうか。 

 

（安田委員） 

 車については、厚生労働省から依頼されて、愛媛大学の池田学先生が中心になって

検討しているはずです。この問題は、免許を取り上げたときに、どうやってサポート

するかということです。ひとつは、今、出ていましたコミュニティバスとか、あと私

はボランティアクーポンとか近所の人が送ってやるというドライバーチケットみた

いな制度などを作ればいいと思っています。大事なことは、警察がその免許更新のと

きに、もうちょっときちんと調べてほしいことと、前に提案したように、早期発見、

テストとかをやるべきではないかということです。池田先生に聞いたところ、実際、

シミュレーションで、教習をやらせても、ほとんどひっかからないそうです。それは、

ある程度技能的には良いわけです。問題は、道を忘れるということが第一なんじゃな

いかと思います。そういう点では、免許更新のときに、自宅から駅までの地図を書か

せるとか、そういうことをやっていただいたほうが。 

ぜひ、こういう場に警察の方、免許担当の方に来てもらって、話を聞いてもらえる

といいと思います。 

 それから、確かではないのですが、アメリカかカナダで、医師が認知症を見つけた

場合には、即警察に通報義務があるそうです。もし、通報しないで後で事故を起こし

たら、医師のほうが罰せられるというような制度があるそうです。未確認ですけど。 

 

（永島委員） 

アメリカは州によってすごく違うそうです。カナダは一番厳しい。 

 

（安田委員） 

御家族が気づくからいいかなと思うのですが、結構いい加減な家族がいまして、事

故を起こしたりしても取り上げると本人ががっくりしますから、やらせていますよと

か言います。ちょっと一昔の日本人は、人に迷惑をかけないというようにしていまし

たが、どうも最近そういうふうではなくて、本人の意欲を大事に取り上げているので

はないかという気がします。自分たちが言っても、納得してくれないから、警察の方

でちゃんと言ってほしいという意見もあります。だから、その辺も考えないといけな

いと思います。 

 

（土屋委員） 

 受け皿作りのところでちょっと、実態を少しお話します。認知症の方から免許を取

り上げることとあわせて、その方をどうやって移送してあげたらいいのだろうという

受け皿の作り方です。 
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道路運送車輌法で、福祉有償運送というものが、制度上はあります。この制度は１

０月から法の規制でできたもので、移動困難者、例えば障害の方とか、いろいろな方

のために、民間のボランティア法人が低廉な価格で、タクシー業界よりも安い、実費

ですることを登録するとできます。実は、私の方でも、１０月１日に向けて、申請団

体といろいろやりまして、実感としまして、タクシー事業者さんと利害関係になり、

お客様の奪い合いというと言葉が悪いのですが、利害関係が発生してきますので、ど

ういう場合、ボランティアでも認めるのかという線引きが、非常に業界さんの御納

得・御理解をいただかないと、なかなかそういう制度が、いくら心ある人がいても、

なかなかそこは難しいところです。制度によりますが、非常にボランンティアの方を

出していくというのは、結構厳しいと実感しています。意見というか、参考までに。 

 

（永島委員） 

 有償というのは、タクシーよりは安いのですか。値段的な限度みたいなものは、ど

っかで決めてあるのですか。 

 

（土屋委員） 

 法律上は、ただで乗せてあげることは業となりませんので、別にそういう面は問題

ありませんが、やはりそういうガソリン代の実費は、概ねタクシー料金の半額くらい

で、お乗せして移動してあげる、そういう制度で、制度はあるけれども、業界との兼

ね合いで難しいということは、あります。 

 

（助川会長） 

 違った観点からの現状報告、ありがとうございました。 

 自動車の運転と認知症という問題に関しましては、最初に言ったように、どのよう

に認知症を発症してらっしゃるのかというところも考えて、免許の更新のときの簡易

検査の問題を安田委員の方から出していただきました。また、先進的なカナダの例と

して、ドクターの通報義務の話がありました。警察は、通報された場合に、どのよう

に動くかというあたりも、もし情報があれば言っていただければと思います。 

それから、実際的に何か受け皿を作るとしても、なかなか難しいというお話があり

ました。タクシー業界がどういう動きをするのかということも、また、今度は考えて

いかなければいけませんし、やはり、大きな問題になってくるのだろうということが

予見できます。 

 車の事故というのは、本人のみならず、周りを巻き込んでの悲惨な状況になるとい

うのが、つい２・３日前の保育園児の事故で、恐ろしいくらいわかりますので、やは

り早めに考えていかなければいけないと思います。 

例えば、車にどんどん傷がついているような方たちが乗っているということは、や

はり曲がりきれないような状況があるということで、それは目に見えてわかっている

のに、家族も放置してしまうというようなことは、何とかできないか。実際、もうぶ
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つかっているとき、例えば、よく言うのは、家の門にぶつかったとか、人にぶつかっ

たわけではないから大丈夫ですとか、曲がりきれなくて、たまたま家の門だっただけ

で、もしそこに人がいたりしたら、巻き込まれるわけです。ですから、安田委員が言

ったような、検査の方法とか、普及啓蒙活動の中のひとつ大事な柱としてやっていき

たいと思っていただけたらと思います。 

では、また御意見がありましたら、メール等で出していただくということで、認知

症と車の運転に関しましては、これで一応終了させていただきます。 

では、次に、認知症の予防につきまして、先ほど、事務局の方から説明がありまし

たが、介護予防の中で認知症予防というのは非常に大きな柱でして、県も介護予防の

ところを、市町村支援ということで行うということでした。 

今、実は介護予防と言われているのは、どうしても身体上の予防のところが非常に

取り上げられていますけれども、市町村が行う地域支援事業の中には、認知症予防も

明確に入っておりまして、私もいろんなところでお話を聞いていますと、認知症予防

にまだ前向きに取り組んでいる市町村は少ないようです。身体的な介護予防はかなり

先進的に取り組んでいるところはありますけれども、認知症予防がまだ、目にみえて

きてないなと思っています。認知症予防のプログラムや予防の事業をどのように考え

ていくかということで、皆さんから御意見をいただきたいと思います。 

 予防プログラムというのは、これをしてれば認知症にならないよということは、な

かなかあり得ないと思いますし、非常に難しいプログラム作りだと思いますけれども、

何か皆様の方から御意見ありますでしょうか。滑川委員、地域包括をやってらっしゃ

る中で、そういうところとかいかがでしょうか。 

 

（滑川委員） 

 この前、地域包括の職員研修の中で、認知症予防をどのようにやっていくかという

話がありました。その中で、料理教室という具体的な事案があがり、少しやっていき

ながら考えていこうかというのが今出ている意見としてあります。 

もうひとつには、地域のふれあいサロンづくりを利用して、認知症の方々が地域に

出て生活の活性化を図ることで予防にならないかなということを話し合っています。 

１０月中に検討しようというのが、銚子市の現状です。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。では、安田委員、お願いします。    

 

（安田委員） 

認知症の予防ということですが、常々思っているのですが、本当に認知症は予防で

きるのかというのが第一にあります。よく、一人暮らしで何もしなくてぼーっとして

いる人などは、活発にすれば、また、新たによくなるのかと思います。しかし、例え

ば、若年性認知症などは、ばりばり仕事をしていて、頭も体もがんがん使っている人
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が、どんどん進んでいくわけですから、そういう現実をまず、しっかり一般の人に啓

蒙していかなくてはいけないと思います。なにか介護予防という言葉が行き過ぎると、

ぼーっとしていたからぼけちゃったというふうに、逆にとられやすいのではないかと。

そのほうが、怖いですね。認知症は、物忘れから始まるわけで、では、どうやって物

忘れを防ぐか、あるいは、物忘れが起きたときにどうやって対処していったらいいの

かというようなことをしっかり教えなくてはいけないと思います。それが、認知症予

防の本質だと思います。 

今度、研究会で発表させてもらうこととしましたので、よかったら聞きに来てくだ

さい。私がやっていることは、実際に忘れてきだした頃にどういう日記をつけたらい

いか、メモ帳でしたらどういうメモ帳を作ったらいいか、いろんな機械、たとえば、

ＩＣレコーダーとかタイマーの使い方を指導します。こういうことをやはり最初のう

ちから教えてあげるべきだと。それから、もうひとつは、携帯電話を私も１か月位前

から使い出したのですが、結構使えますよね。ですから、下手に音読や計算をさせる

のではなくて、まずそういう機器の使い方を教えます。将来徘徊しても、どこいるサ

ービス等がついていますから、すぐ分かりますよね。継続的に使えるわけです。  

ですから、今の認知症予防の内容を考えなくてはならないと思います。よく、音読し

たらいいとかありますけど、あれは、私は、むしろどこかの教材会社が、子供が少な

くなってきたので、今度は、老人にターゲットを向けて宣伝しているという要素が結

構あると思います。それらの宣伝を見ると、皆さんすぐ信じたりしますからこわいで

す。本当に認知症の恐ろしさというか凄まじさというのを、しっかりと伝えていただ

きたいと思います。それが、本当の予防だと思うし、そういう人を見つけたらすぐ、

サポートしてあげなさいよというふうに教えるのも予防だと思います。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。他に何か御意見ありますでしょうか。携帯の話、面白か

ったですね。私は、そんなに携帯に取り付かれていないので、寝るときにはハンドバ

ックの中に入れっぱなしで、鳴っても何しても知らないのですが、子供たちをみてる

と、枕元においていて、絶対離さないですね。お年寄りがぼける前に、携帯を離せな

いようになっていたら、絶対。以前、徘徊の人に時計のバンドを作って、それを市長

さんがプレゼントして、それ持っていると、徘徊したときに、ネームが書いてあって

役に立つ。それと同じように携帯が絶対必需品というようになっていれば、お年寄り

に何かあったら、その探知機でというのは面白いアイデアだと思いました。今から、

団塊の方たちは、携帯を持っているから探知され、大丈夫かもしれないですよ。上手

に最新機器を使っていくのは大事かもしれません。 

 それから、安田委員がその前におっしゃっていた認知症予防というのは、本質的に

認知症は何ぞやということをしっかりと検討していかないといけないということで、

予防すれば、なんでも認知症にならないというような安易な発想はしてはいけないと

いうことをおっしゃっていただいたと思います。認知症はどういう発生基準があって、
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優しく分かりやすくお話しいただいて、御理解いただくっていうのが、非常に一番大

切なことではないかなと思います。 

この前、愛知の大学の井形先生という、リハビリをはじめいろいろなところの審議

会の委員をなさっている方が、非常に薬の開発が進んでいて、もしかしたら認知症の

薬も何年後かと正確に言えないけれども、かなり進む可能性がありますよというお話

をしていました。そうすると、認知症予防と私たちは今言っていますけれども、本当

に正確に言えば、予防なのか対応なのか、治療なのかをもっと明確にしながら、考え

ていかなければならないと思いまして、安田委員のほうから御提案がありましたので、

考えさせていただきました。 

ここはまた、認知症についての話は、宮地先生、医師会などが認知症についての普

及活動をよくやっていらっしゃいまして、そういう取組とか関連しているかと思いま

すが、いかがでしょう。 

 

（宮地委員） 

 結局、認知症というのはある意味では、高齢になると自然と出てくるものだと思う

のですが、最後までお年寄りが９０歳になっても、しっかりしている人はしっかりし

ているけれども、だからといって、われわれと一緒かというわけではないです。その

辺の程度の問題が出てくるわけですから、基本的には、気質的変化が、会話がどうの

こうのという話がありますけれども、結局、人によって脳神経の機能的な問題が最終

的にはあるわけですから。例えば、各臓器だって、たまたま弱い人はちょっとお酒を

飲みすぎて肝硬変になってしまったという人もいますから、同じだと思います。ただ、

構造上そういう症状が違うというだけで、それに関して、例えば、薬の開発で少し刺

激して、具合が良くなれば、それでいいと思います。 

安田委員からいろいろなメモの方法とか、忘れないように何とかするとか、そうい

うものをしていれば、ある程度、回復していますから、どんどん具合が悪くなる人も

当然中には、何％かあるわけですから、われわれが日常、皆さん方が努力をしてやっ

ていれば、そのうちの２割くらいはよくなるというか、回復すると私は思っています。

ですから、例え、起死的な変化ならば薬以外無いと思いますが、核心に触れなくても、

遠巻きに今までのお話を具体的にやっていれば、私はいいのではないかなと思います。 

患者さんが来たときに、何が一番その人にとって、例えば、第三者からみて、例え

ば車を運転してもいいのですが、道を忘れたと言うのであれば、何で道を忘れるのか

ということを詳しく聞けば、どこからか何かすうっと言う、一生懸命努力すれば何と

かなると。程度の問題、確かに危ないことですけれども、はっきりするというならば、

昔、皆様すでに御存知だと思いますけれども、ダンプが事故を起こして、精神診断を

とるという時代がちょっとありましたが、精神科から、ものすごい反対がきて結局や

めたわけです。それから、診断書を書けと言われたときに、何にも根拠がないのでと

いうのと同じように、認知症の場合もおそらく更新のときに、良い方法を２つ３つ考

えて、それに合格しないとだめですよということを、まず先にやることが肝心だとを
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私は考えています。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。 

 

（滑川委員） 

 補足ですが、先程予防として、ふれあいサロンの話をしました。そのふれあいサロ

ンはなぜ必要かというのは、笑いとか楽しみを増やすということが、認知症予防につ

ながるのではと考えています。笑いや楽しみの場を増やす意味で、ふれあいサロンだ

とか料理教室の開催を検討しています。そういう場所を通じて、予防につながるのか

なと、思っています。 

 

（永島委員） 

 認知症のその程度というか、例えば、ここから始まって最重度になると、この辺ま

でいくとか、もしかしたら、こういう過程というのがあると思うのですね。私たちが、

介護を始めた頃は、出来上がってしまった痴呆って私たち言っていましたけれども、

ここから上くらいで、もう本当に、どうしようもないというようなところにならない

と家族もお医者さんに行かないし、周りもこれはおかしいということにならなかった

訳ですけど、それが、この２０数年の間にどんどんどんどん、まだまだ、なりたての

人っていうか、グレーゾーンとか、そこに予防とか、今、この辺が問題になってきて

いて、昔とその辺が違うのだろうと思います。そのときに、ここにはここのいろいろ

なケアの問題がある、ここにはここの問題がある、というようなケアの問題。 

それから、例えば、この人がひとりの人としますと、当然進んでいくわけです。だ

けど進み方にその人の人生の歴史とか、そういうものが全部絡まってきてる上に、地

域や家族があって、その周りに地域があって、そういうふうに考えていかないと、一

口に予防と言っても、なかなか、どこを切り口にするかというところは、難しいので

はないかと思います。 

予防というのは、最近、本当にここ最近、せいぜい２～３年くらい、５年とは言わ

ないと思うのですけど、若年の本人たちが、自分たちのことを自分たちの口で言える

ようになったから、それで、一挙に予防というものが出てきたのではないかと思いま

す。 

どの辺をどういうふうに、取り上げるのかは、これもひとつの問題ではないかと思

います。 

 この前ＮＨＫの福祉ネットワークという番組で、若年のことをやったときに、みの

もんたさんが、お母さんが認知症だったらしいのですが、若年の人はこんなに活き活

きとして、ぼけていてもこんなに生活ができているという番組でしたが、すごく怒っ

たのです。認知症は、そんな格好のいいものじゃない、介護者はすごく大変なのだと。

こんなような番組になることに自分としては反対だと、番組の中でとても、息まいて
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いました。それは、やはり、ここのことを言っているのに、みのもんたさんは、この

辺の介護をしたと、そこら辺の食い違いがあったと思います。私たちは、とてもその

言葉にも共感しました。 

そこら辺の問題をどう考えていくのかということと、それの啓蒙、ここの段階にお

ける啓蒙、ここの段階における啓蒙、はっきり言って、寝ている人でも身体機能が弱

ってくると、寝たきりと言ってはいけないのだけど、そういう老衰の末期になるとむ

しろ身体介護のほうが大変になってきて、認知症そのものの状況というのは、あまり

問題にならなくなってくるとよく言われています。その辺の推移というのを頭の中に

入れて考えなくてはいけないのかと思っています。 

 

（今川委員） 

 今のお話に関連していると思いますが、滑川委員の料理教室とかふれあいサロン作

り。これは市川市の社協でも、以前御報告しました地域ケアシステムの中で、男性の

料理教室を行っています。とても参加者が多く、やはり、興味をもって参加してもら

えるということでは、割と成功している例です。 

先程の宮地先生のお話が私のストンと心の中に落ちました。脳も体なのだ、肺が弱

い人とか、肝臓が弱い人、胃が弱い人と同じように、人間それぞれ生まれてきたとき

に、脳の機能であるとか、細胞であるとか、そういうところに、個人差があることな

のだと、ストンと私の気持ちに入りました。その上で、脳が他のものとは違うとした

ら、やはりそういう感情ですとか、意欲の影響で活性化したり、不活性になったりす

るとしたら、認知症の予防という点には、社会参加と自立支援という視点が必要なの

ではないかなと思います。 

これから団塊の世代の方が高齢期に入って、いろいろ認知症の問題も出てきてます

が、結局、定年退職したあと、社会の中で自分の役割がなくなっていくとか、自信を

喪失していくとか、人間が歳をとって社会との関係がいろいろありますけれども、そ

ういうときにうまく歳をとっても、社会の中でどんどん参加して自分を活かしていけ

るようなことというのが、認知症対策のプログラムとしてあると、認知症の予防にも

つながるというような感じもしました。 

それと、自立支援というのは、軽度の方ですとか軽度かちょっと分からないという

方に、いきなりもう歳だから何もしなくていいのよ、おじいちゃんとか、うちのお父

さんは歳だから何もしなくていいよ、危ないからと、家族がストップに入った途端に

認知症が進んでいくことがあると思います。そういう自立支援という部分には、特に、

ケアマネさんですとか、福祉の現場で働いている人間が、一番大切に思っていなけれ

ばならないことなので、そういうことを御家族等と接するときに、あるいはケアプラ

ンの中に本当に組み込んでいただくことも大切かなと。いろいろ、ケアマネさんです

とかとお話をしていましても、家族が、もうこれは入れなくていいと言っているから、

もう料理はさせないとか、買い物にも行かせないとか、お金はまかせないとか。音読

したり、計算ドリルをするよりは、やはりお金で自分の好きなものを買ったりとか、
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そういう生活の中での一つひとつが大切だし、それを一人ひとりにまかせるのが大変

であれば、周りの人間がサポートしながら自立していくということが大切なように思

いました。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。続いて、酒井委員。 

 

（酒井委員） 

 認知症の予防というのは、先ほど、安田委員のお話がありましたように、難しいの

かなという気がします。それで、今、皆さんの話の中にありましたように、軽度の認

知症のとき、どういう支援をするとか、どういう対応をしたらいいのかということが、

いろいろ問題になってくると思います。 

 この間、家族の会の集いがありまして、そのとき、御本人がお二人、男性の方が出

席されていまして、このお二人が何回か会ってるうちにすごく仲が良くなりまして、

それでたまたま、やや暴力的なところがあった方が、もう一人の方と会っていると、

和やかになるというようなお話がありまして、さきほど滑川委員も、お話ありました

ように、その方の希望としては、同じ境遇といいますか、同じ病気を持って気心のあ

った認知症の人たちが、自由に会える、いわゆるさっきお話しのあったふれあいサロ

ンですか、そういったものがあったらいいなというお話しが出たことがあります。確

かに人と会うということは非常に、進行を遅らせる上では、大切なことです。私の家

内も１２年になりますけれども、とにかく、いい友達に恵まれまして、ちょくちょく

食事に誘ってくれたり、お酒の席とか、旅行にも。そのうち、残念ながら、進行しま

して、みんなと一緒に行動するのは無理かなという時点でやめたのですが、たまたま

かどうか分かりませんが、それをやめたら、一気に病状は進行しました。それは、偶

然そうなったのか、あるいは、私の友達、家内の友達といっても他人ですから、私と

一緒にいるよりは、ちょっと気を本人が遣うわけですね。そういった意味で、やはり、

人と、他人と会うということは、非常に進行を遅らせる意味合いにおいても、これは、

学問的なことは分かりませんけれども、なんかそんなような気が私はしております。 

 

（高井委員） 

 認知症予防ということで、さきほど、滑川委員から、料理教室とかふれあいサロン

の話が出ましたけれども、私が住んでいる我孫子の中にもふれあいサロンは、かなり

ボランティアで広く行われ、地区社協あたりが主になって行われています。そういう

ところに出てくる人はいいのだけど、出てこない人が問題だということで。そういう

ところに積極的に出かけようとしない人たちをどう見つけ、サポートしていくのかと

いうところが、なかなか難しいという話をよく聞きます。 

事例ですけれども、私の虹の家という宅老所をやっている近くにふれあいサロンが

あって、そこへ行っている人が、その日時や曜日を間違えて行ってしまうということ
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で、私のところにこういう人が近所にいて困っているという話を持ち込まれたことが

ありました。老人会やふれあいサロンではカバーしきれないという、認知症はある程

度あからさまになってきているけれども、家族はまだノータッチで、本人がとことこ

出かけて、今日もそのサロンがあると言って、私のところに、訴えてきた人のところ

に行ってしまうので、困っているという相談を受けたことがあって、なかなかその認

知症か認知症でないかっていう際どい線のところの人を、近所の人がフォローすると

か、老人会の会合あたりでは、難しくなったりしたときに、地域包括の保健師さんあ

たりが、専門的に入って、支援プログラムを立ち上げるというふうな流れになるのが

一番いいのかということで、私にも相談を受けたときに、民生委員とか市役所のほう

に、まだ地域包括が立ち上がってないときだったものですから、地域担当の人につな

いだことがあって、デイサービスにつながった人もいました。そういう地域の中で、

あの人がどうもおかしいわよねって言ったときに、御近所だけでは、どうしようもな

いときに、どう、専門のチームがそこに関わってそこのつなぎ役を、やってくれるよ

うな、網の目のそういう相談体制が地域にあると、もうちょっと身近になるのかなっ

てことが一点感じます。 

 それと、認知症の予防プログラムの中で、認知症の正しい理解を皆さんに、啓蒙し

てたときに、認知症はこんなに怖いものだよ、だから認知症にならないようにしよう

ねと、いうことになったときに、現に認知症をもう発症している人、私のところは認

知症専門のデイではありませんけれども、クリアな人もいらっしゃいますが、こんな

に認知症は怖いものだから、ならないようにということばかりが強調されると、認知

症になった人たちを見る目というのが、ちょっと違うということをすごく感じます。

私どもからすると、認知症になっても、こんなケアが受けられるようになれば安心だ

よねと、認知症になるのも悪くないなというような世の中になるのが、私は本当に求

めるものかなと思います。 

 

（助川会長）  

 続けて３人の委員に、示唆に富んだ御意見をいただき、ありがとうございます。 

最初に、認知症予防というところで、もう少しみんなとコンセンサスを得なくては

ならないと思ったのは、やはり認知症予防というのは永島委員が言ったように対象群

をどこに設定するかによってすごく違ってくるだろうということがあります。だから、

若年なのか、老年なのか、若年の方の認知症のタイプと老年で廃用的に落ちてきてい

る認知症のタイプとでは、やはり、対象の取り方が違います。そうなってきたときに、

どのステージということや、対象群をどう設定するのか。ちょうどいい例えだと思っ

たのですが、みのもんたさんが誤解したというのは、みんなはスタート時点のところ

を言ってるのに、重度になってきて大変なときのお話をしてしまったとしたら、やは

りそれは混乱を来すだけですから、お互いにこの認知症予防のところはどういう形で

対象群を設定していくかというのは、少し整理しないと、廃用的に、今言ってる、ふ

れあいサロンとか料理教室とか、やはり高齢の人たちで何もしないで閉じこもってし
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まうために起こってしまう、廃用的な二次的な認知症というのは、やはり引っ張り出

してくるような、地域での声かけをしなければいけないでしょうし、そうでなくても、

発症するという場合には、どうしようかという、そこを少し、一回、いろいろな御意

見をいただいた中で、そういうところが非常に重要なポイントではないかと整理させ

ていただきます。 

そうしてくると、それぞれの皆さん方がおっしゃっていた料理教室の意味や、興味

を持っていろいろな事をやる意味、それから何もしない、何もさせないことによって

弊害的に二次的に起こってきているというのも、強いても意味のないことですし、実

は高齢の方は、かなりそちらの方のパーセンテージが高いわけですね。ですから今、

いろんな委員の方からおっしゃっていただいたように、させないことは低下すること

のスタートラインというぐらいに、ほかのことを本人が生き生きとやっていただいた

ほうがいいわけですから、その辺をどういうふうに考えていくかということとか、安

田委員がおっしゃったように、そうは言っても、認知症は起こるものだから、起こっ

てくるものをどういう考え方で対応していくかということをひとつの切り口とする

ことも非常に大切なのではないのかと思います。  

 では、その辺事務局の方でまた整理していただきまして、それからですね、もうス

タートしてすごくアーリーステージで発見された場合に、進行をいかに予防するのか

という観点まで含めていくとしたら、認知症予防というのは、本当にある意味、全て

のステージに関わってくる可能性も出てきて、今川委員がおっしゃったように、進行

させないためにケアマネまで含めるというところが非常に大事になってくるのかな

というところが、もうひとつ出てきたと思います。  

 それから啓蒙活動のやり方で、高井委員が、認知症怖いというふうに思われてしま

うことの弊害ですね、その啓蒙活動のやり方を本当に工夫していかないと、ぼけたら

最後だよねとか、よく周りで聞く言葉ですし、認知症怖いねとか介護負担が大きいね

とかいう言葉を非常によく聞きます。それはもう、ケアマネだとか専門職に、間違っ

た刷り込みをしてしまったためということで、今、すごく反省しているところです。

認知症は怖いものでもなんでもないですし、きちんとしたケアをやっていたら、非常

にその人らしく生活することができるということがもうどんどん現場から発信され

ていますので、怖い病気じゃない、それに対して適切なケアをしていけば、きちんと

その人らしく生活できるってところを、実践していかないといけないと、改めて確認

させていただきました。  

 それではちょうど１時間経ったところですので、今、御意見いただいた、認知症の

予防のところも、ここで一段落させていただきまして、今から１０分間休憩とし、４

５分にスタートということで、よろしいでしょうか。 

 

（助川会長） 

それでは後半に入ります。後半では、この研究会でこれまで議論してきました認知

症になっても安心して暮らせる地域づくりについて、期間の約半分にさしかかってき
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たところですので、今後どういうことをやっていくのかを踏まえて、柱になるところ

を確認し、今後大事になってきますネットワークづくりやそれぞれの役割や機能につ

いて、皆さんから御意見をいただきたいと思います。事務局から再確認の意味で資料

２を御説明願います。 

 

（事務局） 

 資料２は、この研究会の大きな２つのテーマのうち、認知症になっても安心して暮

らせる地域づくりについて、委員の皆様からこれまでにいただいた御意見等をまとめ

たもので、表の左側がこの研究会として取り組む項目で、右側がそれに対する御提案

です。 

 このテーマの２つの柱のうち、認知症の早期発見・早期対応に向けた取組では、ま

ず、認知症の正しい理解の普及が重要ということで、千葉県版認知症サポーターの養

成では、教材の工夫と対象者、特に職域について御覧のような御意見をいただきまし

た。その他の啓発として、メモリーウォークの実施という御提案がありました。 

 次に、検診制度の導入が必要であることや、チェックリストの作成について御提案

をいただきました。 

 相談体制の整備については、身近な相談窓口の明確化が必要であり、そのためには、

周知すること、連携すること、そして、わかりやすい名称を工夫することが大事であ

るという御意見をいただきました。また、活動する部隊として、認知症支援チームを

養成することという御提案をいただきました。 

 権利擁護体制の充実については、成年後見制度の利用支援として、市民後見人の養

成、そして、制度の周知が必要であるという御意見をいただきました。 

 その他、取り組むべき項目として、認知症予防を加えなければならないこと、さら

には、ボランティアクーポン制度の導入はどうかという御意見をいただきました。 

 このテーマの２つの柱のうち、もう１つは、認知症支援者のそれぞれの役割と連携

です。これから、委員の皆様に、これについて、御意見、御提案をいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。 

いただいた御意見によってこのような柱立てができました。早期発見・早期対応に

向けた取組では、今のところ５つの柱があります。その他のところに介護予防が入っ

ていますが、御意見をいただきながら１本の柱としていくかどうかも検討していくこ

とになります。 

これを考えながら、次に御意見をいただくのは、認知症支援者のそれぞれの役割と

連携です。この研究会には、いろいろな立場の方にお集まりいただいています。それ

ぞれの役割と連携について、まずは意見交換をしたいと思います。 

今までは、理想的な形と言われながら実効性がないものが多かったので、なんとか
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実効性のある連携の仕方について御意見をいただきたいと思います。現状でこういう

ふうに考えているとか、こういうことが必要だとか、日ごろ感じていることなどをお

話ししてください。 

 

（安田委員） 

 認知症支援チームの話がありましたが、残念に思ったのは、チーム構成員にリハビ

リ部門が抜けていることです。もちろんこれまでちゃんとかかわってこなかったリハ

ビリが悪いのは重々承知しています。リハビリでは、脳卒中などはある程度ほっとい

ても良くなります。良くなっていく人にどんどんサポートしてもっと良くしようとい

う考え方です。認知症の場合は、だんだん悪くなっていくので、悪くなる人にサポー

トするのは無駄ではないかという暗黙の了解があったと思います。ですから私は認知

症をどうサポートするかという教育は一切受けていないわけです。 

でも、リハビリは、手が悪いのを治すこともありますが、むしろ、残った機能をど

うやって活発にするかがメインになります。料理は覚えている人には、料理をどんど

んすればいい生活ができるのではないかかという考え方です。リハビリは今後もっと

関わっていくべきだと思います。 

先ほど日付を間違えてデイに来るのは困るという話がでましたが、私がいつも使って

いるＩＣレコーダーを使えば簡単にできます。「毎週月曜日の何時にデイ」と設定し

ておくと、そのとおり出てきますから簡単です。薬の服薬などにはその器械を使いま

す。認知症関係の医師の話だと、病気の話とか、どう受容するかという精神論が多か

ったようです。リハビリの話はこの機械を使いましょうなど具体的で、今まで認知症

に対するアプローチはそういう観点が少なかったわけです。携帯電話の話もどんどん

出てきますので、どうやって使うかを誰が教えていくべきかを考えますと、リハビリ

の人間がそれに関わっていくべきだと思います。 

 

（浜詰委員） 

 安田委員のリハが大事というのは、よくわかりますが、リハの専門家にたどり着く

にはどうすればよいのでしょうか。私は訪問看護をしていて、専門の医師・医療にた

どり着くにはどうすればいいのか、安田さんに治療を受けたいと思う方はたくさんい

ると思いますが、どうたどり着いたらいいのか具体的な方法を知りたいと思います。 

 

（安田委員） 

 うちでは物忘れ外来をやっており、アリセプトも出しています。それにプラスして、

こういう方法もあるということをどんどん患者さんに言っています。それは日本では

私ぐらいしかまだいないのではないかと思います。学会でもどんどん言ってはいます

が、残念ながらまだ誰もついてきてくれません。 

理想的には、もの忘れ外来があったら精神科の先生とリハビリの人が一緒になって、

薬だけでなくいろいろな道具を使ったり、具体的な方法を患者さんや家族と考えてい
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く場が必要だと思います。最初は地域包括支援センター等の検診制度とかあって、い

よいよという場合には、物忘れ外来でフォローできたら一番いいと思います。物忘れ

外来の内容もリハビリ担当が入ってくるとかなりグレードアップできると思います。 

 

（滑川委員） 

 先日、精神科の先生と話す機会があって、物忘れ外来についての取組はできないの

かお聞きしたところ、今、現状で、内科にかかっている認知症の方がどれくらいいる

のかということが精神科の先生には把握できていない、つまり、地域の中の物忘れ外

来のニーズがどれくらいなのか把握できていない段階では、そうした対応を自分たち

がしていくのは難しいということを伝えられました。ニーズの把握をどうしたらいい

のかを考えていくのも必要かと思いました。 

 

（山尾委員） 

私は２０日に、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりというテーマについ

て何ができるかやってみました。認知症について、予防もさることながら治療、リハ

ビリを含めた全てのものが、地域の日常生活の延長に全てあるわけです。どういう方

法で地域で安心して暮らせるということを作るかは、地域の皆さんの協力なくしては

できないわけです。したがって、地域をどう作るかが解決の近道という観点から、認

知症の正しい理解の普及ということで始め、認知症のテキストを皆さんにお配りしま

した。 

対象者は、ＳＯＳネットワーク構成員については、制度ボランティアに認知症の知

識を持って地域で活動してもらう以外ない。つまり、民生委員に活動してもらうこと

です。私どもの地区は、行政区別で１５あり、そこに５歳別の年齢を全部提示しまし

たので、たとえば自分の地区に８５歳以上の人で認知症の方が何人この地区にお住ま

いかすぐわかるわけです。ＳＯＳネットワークは、こういう数値のもとで何をするか

に結びつけた方が行動に移しやすいと思いました。 

次は、地域の福祉の勉強会ですが、支部社協ですから、福祉協力員ということで委

嘱されています。委嘱されただけでは福祉の活動をしたいがどうしたらいいかわから

ないわけです。そういう意味で、お誘いしました。 

次の県生涯大学校。私達の地区には卒業生が２０名くらいいまして参加してくれま

した。今日、そこの会長から連絡がありまして、大網には生涯大学校の卒業生が１０

０人近くいますから、認知症の勉強会をぜひやって欲しいと言われました。生涯大学

校ＯＢの方が勉強会をやりながら、地域に何ができるか実践活動の中で考えていこう

ということでやることになりました。 

次の社員研修ですが、大網では、昨年度、認知症にやさしいネットワークをつくっ

てあります。町の健康福祉課で１６人の委員を選びました。そのメンバーを見ました

ら、警察署長さんや郵便局長さんが参加されています。ところが、問題があります。

町で３回ほどの会議を重ねましたが、たとえば、警察の署長さんが警察の皆さんに勉
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強会をやるということは１年半になっていますが一度もない、郵便局もまた同じです。

これが地域の実情です。そこで、ネットワークを徹底しようとしますと予算をどうす

るのかにつながっていきますので、お金をかけないで、やれないかと考えて取り組ん

だのが、この前の会です。 

社協にも声かけしました。精神科の先生にも来ていただきました。１４０名近くの

大勢の参加がありました。サポーターになっていただけたら、要は、お家に帰って隣

の人に声をかけてみようということだけでいいんですというお話をさせていただき

ました。 

サポーターの養成、そういうことが安心して住めるまちという、地域のキーマンを

県や行政機関が何人育てきってしまおうと目標を立てて、その手法を考えた方が一番

地域に即するような具体的な行動に結びつくのではないかと思いました。その場合に

は、１地区だけではだめで、５つの支部も全部回ろうと思います。地区で中心になっ

て、地域に出て行くのは民生委員が一番手っ取り早いと思いますので、制度ボランテ

ィアの皆さんを有効にキーマンとして養成していただければ、地域に即した安心した

まちづくりができるのではないかと思いました。 

 

（助川会長） 

ありがとうございました。 

実際に地域づくりに取り組んでいる状況を報告していただきました。いろいろなこ

とを示唆しているように思います。 

 

（今川委員） 

 前回の認知症支援チームの養成についてのときにお話ししようと思いましたが、サ

ポーター養成の対象者として、現場の専門職にもう一回勉強し直しが必要かと思いま

す。プロはわかっていて当たり前ということかも知れませんが、プロがわかっていた

らこういうことにならないと思います。例えば、地域包括支援センターが介護予防教

室や認知症予防教室をやるという知らせも、実は同じ法人の中でも情報共有していな

いことがあります。 

千葉県では、認知症通所介護事業者に認知症支援チームをつくることを奨励すると

か、デイサービスをやっているところに認知症支援チームをつくる声かけをやってい

く場合、前回のチーム構成は、かかりつけ医やケアマネジャーや家族の会等でしたが、

実際にそこで働いている職員の中でも、そういうサポーターが必要と思っている人間

や、自分の仕事をもっと専門性を高めてやっていきたいと思う人間が動き出せると思

います。 

 

（酒井委員） 

 当初お話ししましたように、私は認知症の家族としてのお話しかできません。認知

症支援者の役割と連携ということですが、役割は、特にここに出席されている委員の
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皆さんは十分に認識されていると思います。ただ連携がやや問題があると思います。 

支援される側とすると認知症本人と家族ですが、今までの社会の流れは、認知症の

人をどうにか支援してやるということが先行していまして、認知症の人のどういうと

ころが困っているのか、どんな不便さがあるのかその辺を認識されてない部分がだい

ぶあるように思います。 

こういう研究会だけでなく、行政主導で継続的に関連分野の方々や認知症の家族が

一堂に会して話し合いをするという必要がどうしてもあると思います。医師会での啓

蒙等も研究されていると思いますが、縦のことだけではなく、連携という部分に、認

知症本人や家族の意見を取り入れる必要があると思います。 

家族の会にもいろいろな相談や悩みがあります。これを家族の会では、県や市に要

望書として出しているようですが、行政に要望書を出すだけでなく、直接その分野の

第一線の方に聞いていただくことが必要だと思います。 

千葉市の土屋委員にもどういうふうにお考えか聞いてみたいと思います。 

 

（土屋委員） 

 ４月から介護予防の制度ができておりまして、特定高齢者の事業が始まっています。

この形になってもう５か月くらいです。千葉市の状況でもあり、全国の状況でもある

のでしょうが、健診を中心として把握をしていくわけですが、健診の段階ではドクタ

ーから特定高齢者の候補として選定される方は結構あります。ところが、実際、地域

包括支援センターに行って介護予防プランを作成し、介護予防事業に行く方は非常に

少ないという実態があります。なぜ行かないのかというと、一般論として、普通の病

気ですと、痛みや苦しみがあれば、必ず人はどこか医療機関へ行って、治療を受ける

わけです。特定高齢者の場合、主だった痛みや苦しみをお持ちでない方が多くて、健

康への過信等があると思います。これからどうなるのかあまり理解されていないこと

が結構あります。 

もうひとつ、地域包括支援センターへ御相談に訪れる割合は身内の方が多いわけで

す。出来上がった認知症はなかなか難しいですが、初期の段階の認知症で、いかに早

期に発見し、早期に治療するのかは、身内や周りの方の理解があれば、その方が認知

症の方を医療機関へ連れて行く等の誘導役になれます。 

もうひとつ、悪徳商法等にあっても、クーリングオフ制度等を使って、認知症御自

身の方がお金は払わずに済み、その場の窮地を乗り切ると、結果的にお金をとられな

くて良かったというところで終わってしまいます。お年寄りは、また、引き続くであ

ろう悪徳商法に対しては何の予防のすべもなく、成年後見などの制度を使った方がい

るのかというと使ってなく、お金を取られなくて良かったと安心して終わってしまい

ます。周りの方の御理解が欠かすことができないと思います。行政とすれば手厚くい

かなければならないと感じています。 

 

（酒井委員） 
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 ありがとうございました。私がお話ししたいのは、具体的にお話ししますと、家族

の会で家族に会いますと、ショートステイで施設に入っていたら足にあざができて戻

ってくることが結構あります。それを施設に言いづらいという実情があります。これ

は１つの例ですが、いろいろ言えばきりがありません。当然、家族の会にもそういっ

た相談事があります。実はそれが一番大切なことで、あざに限らず、そういう相談が

あるということ、家族はこういう気持ちでいるが言いづらいこと、それは特養に入る

のに何年も待たなければならないから、本人及び家族は弱者であること、そういう実

情を施設関係の方には認識しておいてほしいと思います。そういった声が施設の方や

医師の方々に伝わらないと本当の支援にはならないと常々思っています。介護保険は

家族と施設との契約制度なので、それで解決しろといわれると非常に困るという実情

を知っていただかないと本当の支援にはつながらないと思います。 

 

（仲野委員） 

 施設で勤務しております。相談員という立場から言わせていただきますと、故意で

はないけれども傷を作ってしまったり、褥瘡が悪化してしまったりはありまして、家

族の方には御迷惑をおかけしているところです。 

最近、ケアマネジメントということで、介護支援専門員が利用者一人ひとりにつく

ようになって、その方からクレームは、直接施設には言いづらい、人質にとられてい

る、何か言ったら何かやられる、あまり関わってもらえなくなると思われるようで、

介護支援専門員を通しての苦情があります。それはありがたいと思っています。そう

でないと、現場の職員のレベルアップにはクレームをいただかないと、これがいいと

思ってしまっていることが多々あるので、本当は直接言っていただくことがいいとは

思いますが、ケアマネさんを通しての方法も使っていただいてもいいと思います。 

１件、事例の問題をお伝えしたいと思います。緊急ショートの受け入れをやってい

まして、１週間くらい前、大声を出して大変騒ぎ、近所からも大変だから何とかしろ

と言われて、おいでいただいた方があります。介護保険の認定は受けてない、病院に

もかかっていない。暴れて、大声を出して、今にも窓ガラスを叩き割りそうで、ショ

ートを使える状態ではなく、結局、御家族は連れて帰られました。 

そのとき、お医者様で一度受診してくださいと伝えましたら、次の日精神科に受診

され、認知症の診断を受け、１週間分のお薬をもらっただけで、これで落ち着くだろ

うからもう来なくていいと言われたそうです。認知症に対する治療が薬だけではない

と思いますが、１週間分のお薬でもういいというのはおかしいと思いました。そして、

他のお医者さんを受診してはどうかとか、介護保険申請等の説明をしましたが、連携

をとるという意味では、医師の診断後、私どもは何をしたらいいのか、どこへつない

だらいいか、地域包括支援センターからも介護保険ということではなく、声かけや働

きかけはしていますが、連携の難しさを感じています。 

 

（助川会長） 
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 難しい事例のお話があり、こういう事例を学んでいくことも大事で、連携を進めて

いく上でネックになるのはどこかを研修する意味でも、困難事例を検証していくこと

が１つの方法にもなると思いました。 

 

（黒田委員） 

 私のところでは、グループホーム、私の所属はデイサービス、ケアマネジャーの立

場で、地域の在宅介護の方で関わらせていただいています。 

ケアマネジャーをやっている中で実感しているのは、介護予防の部分と介護給付に

なった場合に関して、印西市では地域包括支援センター、各居宅介護支援事業所が委

託を受ける形で行っています。各市町村のやり方はいろいろだと思いますが、介護給

付から介護予防へ移ったり、介護予防から介護給付になったりするときの連携がスム

ーズではないと実感しています。利用者や家族の立場からすれば、契約関係が煩雑に

なり、自分の担当が変わってしまうのではないかという不安感を抱えながらやってい

ると実感しています。 

利用者がいろいろな状況になっても連動して支える形ができればいいと思ってい

ます。 

 

（助川会長） 

 介護給付と介護予防ということですが、介護給付は、要介護で、今まで通りの介護

サービスを使う人、介護予防は、地域包括支援センターの担当になり、一部ケアマネ

も委託を受けることもできますが、制度が２本立てになっていて制度の行ったり来た

りが難しくなっているという現状をお話しいただきました。 

特に、利用者の立場からすれば、受け持ちが変わるというのは、改めてその方がど

ういう方で自分の現状をどのように理解してくれるのかわからず、不安になっている

ということです。 

 

（黒田委員） 

 もう１つ。介護予防で、地域包括支援センターが３人、３本立ての役割になってい

ます。その中で、主任ケアマネが、御本人と御家族を中心として、各サービス機関や

お医者さん、リハビリの先生等その人によって関わる人たちが一堂に会して話し合う

サービス担当者会議において、医師の招集が非常に困難になっています。介護予防が

始まった時点で、お医者さんと連携するには、ケアマネが核となってという話で受け

ていましたが、全く機能していない、話しにも上がってこないと実感しています。 

ケアマネの立場で、お医者さんとの連携は取りづらく、実際にやっているのは、本

人家族が主治医に受診に行くのに一緒に行き、話を伺う程度のことをするのが精一杯

で、私なんかの立場でしたら、先生に来ていただくのは敷居が高いと思っています。 

お医者さんの方でも認知症サポート医等研修制度でどんどん話が進んでいるとは

思いますが、医療と福祉がリンクしていないと思いますので、横のつながりでどう重
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ねていくのが今後の焦点になるのかと思います。 

 

（助川会長） 

 今までの介護保険制度の５年間の検証したときに、主治医と家族、ケアマネとの連

携がとれていないところが大きな問題点かと思います。今回の地域包括支援センター

の中で、そこの部分がクローズアップされ、役割で主任ケアマネが配置された流れが

あります。それでもなかなか、主治医の招集が難しい。 

ケアマネや地域包括支援センターにもやり方を検討する話が出ていて、必ずしも会

議の場に出てきてもらうのではなく、自分たちが出て行って、主治医の診療の空いて

いる時間でカンファレンスをするとか、いろいろな形を考えていこうという流れがあ

ります。スタイルにこだわらず、実際いろいろやり方を検討されていると思いますの

で、いろいろな知恵をいただいていけば出来上がってくると思います。 

 

（浜詰委員） 

 連携というのは一番大切と思います。認知症のグレーゾーンの方々には、家族で

あれ、地域であれ、訪問系のサービスであれ、早期診断・早期治療に結び付けていく

ために、どこに連携していくのかという事が明確になっていればスムーズにいくと思

います。 

専門医や専門のサービスにどう結びつけるかというところの連携システムを明確

に誰でもわかるような仕組みが必要と思います。 

 

（宮地委員） 

ケアマネと主治医との連携は、なかなかとりにくいと思います。それは、認知症の

立場でものを見ることと、状況でものを見ることとは、根本的に違うと思いますから。

診断をすれば、例えば往診や外来の範囲で把握をしていますが、連絡会議を開くにあ

たって、主治医が出るのは無理だと思います。みんなと時間も合わないし、時間的余

裕もありません。しかし、だんだん変わると思うのは、方針として、連絡会議に主治

医も含まれていますので、時間の範囲の中でやっていくと思います。情報提供という

形で今は存在しているので、わからないことは主治医に電話するなどして聞いてもら

うというのが現状です。決して拒否をしているわけではありません。 

 

（滑川委員） 

 地域包括支援センターの現状をお話します。地域包括支援センターでは、要支援に

あたった方には、地域包括支援センターと契約をしますので、全ての要支援の方と関

わっています。主治医の意見書は、介護認定調査のときにあがったものを見て、ケア

プランの中に主治医の内容を反映させます。ケアプランを組む時に問題があれば主治

医に連絡をして、留意点をお聞きしながら、その人その人に合ったケアプランを作成

しています。 
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私は、高齢者虐待にかかわっています。虐待のネットワークには、必ず主治医の方

に入っていただいています。病院の場合は、病院の場を借りてネットワーク会議を開

き、かかりつけの先生のところでしたら、会議に来られない場合は、その人の状況を

こっちから出向いて情報収集した上で、それを共通理解として皆さんに情報提供しな

がら関わっていきます。そういうリレーを一つひとつ組み立てながら、これから連携

体制を構築していけたらいいなというのが現状です。 

 

（助川会長） 

 始まったばかりの制度ですから、なかなかうまくいかないと思います。いい知恵を

出し合っていい形にしていくことが、地域づくりの第一歩になると思います。 

 連携の難しさは、表現として出てきたと思いますが、いくつかの問題点に関しまし

ては、また少し御意見をいただきたいと思います。今、介護現場では、認知症の人に

対しての虐待も含めて、認知症のケアのレベルが低いということがありまして、介護

現場にどうやって認知症の人のケアを入れていくのか、身体介護中心であったと言っ

ていいと思います。認知症が出てきたときに、介護現場のスタッフは、非常に困難性

を感じていると思います。 

この研究会の提言の１つとして、認知症ケアをもっと体系化・具現化していかなけ

ればならないと思います。私も前から取組んでいることですし。不適切なケアをやっ

ているところは、虐待につながっていきます。明確に施設内虐待の例で出てきていま

す。認知症ということがわかっていないから、職員の虐待になってしまいます。施設

においても、在宅の介護の現場においても、認知症ケアを具現化していこうところは

提言に入れていきたいと思いますので、ぜひメーリングリストで意見をいただけたら

と思います。 

 現状でネックになっているところを考えて、それをどうやってクリアしていこうか

という部分で考えていくといいかと思います。いろいろな地域でいろいろなことが始

まっていますので、ちょっと質問してみるとかで信頼関係ができたら、また御意見い

ただくとかそういう流れができてきますし、一歩を踏み出せるかどうかだと思います。

連携を頭の中で考えても進まないと思いますし、連携というのは行動を起こさないと、

行動をどのようにするかですね。 

今日はどうもありがとうございました。 

 

（高井委員） 

 お配りした市の広報誌は、永島委員からのメーリングリストで「小規模多機能や地

域密着型がどのように現実に展開して行っているのか、特に、県内でよく見えてきて

いません。」とあったので、それに対する資料提供です。 

 

（事務局） 

 次回は、１０月２３日の月曜日、この場所になります。１０月の開催は１回です。 
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 それから、委員の皆様にお願いです。それぞれの立場の方が、それぞれ連携が必要

だという認識がありながら、連携が進んでいないのが現状かと思います。皆さんの立

場から課題になっていることでもいいし、その課題を解決するためにどうすればいい

か、御提案があれば、メーリングリストやファックスでお寄せくださるようお願いし

ます。 


