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第 7 回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年１１月１３日（月）午後６時３０分から８時３０分 

２ 場 所 県庁本庁舎５階 大会議室 

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

小林委員、酒井委員、鈴木委員、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、山口委員（以上１７名） 

      （欠席：高井委員、出口委員、平野委員） 

４ 内容 

（事務局） 

 本日の配付資料の確認をお願いします。 

１ 総括図・施策体系図（これまでの意見のまとめ）【資料１】 

２ 認知症予防に関する事業の現状（健康生活コーディネート事業のパンフレット 

含む）【資料２】 

３ 介護予防・認知症予防の啓発事業（鈴木委員）【資料３】 

４ 絵本（小林委員）【資料４】 

５ 福祉教育推進校での認知症サポーター養成講座の概要【資料５】です。 

では、助川会長よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

それでは、本日の議題に入ります。 

前回、報告書素案のイメージとして、これまでの私たちの意見を事務局がまとめたも

のを議論し、報告書として、全体像がわかるものを作成すること、全体像をみて、欠落

している所や補足すべき所を議論すること、取り組む具体策を盛り込んでいくことが重

要ということになりました。 

今日は、まず、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの全体像がわかるもの

として、資料１の総括図・施策体系図の検討から入りたいと思いますので、事務局から

御説明願います。 

 

（事務局） 

 資料１をご覧ください。表は、前回助川会長が、ホワイトボードに記載された全体像

を基に少し手を加えて作成したものです。裏は、それを体系図、ツリーとしてまとめた

もので、これまで皆様からいただいた御意見をこのような形にしたものです。こうした

形の全体像を見ていただき、抜け落ちている部分や補足すべき事項について、御検討を

お願いします。 

 

（助川会長） 
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 次に安田委員から提出していただいた図を御説明願います。 

 

（安田委員） 

 以前、永島委員がみのもんたさんが出演していたテレビ番組で、初期の認知症のこと

を話題にしている時に、みのさんは後期の方を話して議論がかみ合わなかったというこ

とを発言されてから考えていました。認知症は軽度の人は普通の人とあまり変わらず、

重度の人は寝たきりになっているように非常に幅があります。真ん中に認知症の方がい

て、それをぐるりと周りを囲む図もいいと思いますが、重症度の違いによってどういう

支援が必要かわかりにくいと思いました。そこで、考えたのがこの図で、真ん中の三角

が御本人と御家族、右に行くほど軽度で、左は重度です。軽度では健診事業や予防事業

が必要で、だんだん重度になってくると成年後見制度、ケアマネや介護保険制度の比重

が増してくるというものです。このように重度化の流れに従ってこういう支援が重要に

なってくるという図もいいと思い提案しました。 

 

（助川会長） 

 ケアマネがアセスメントする時に、上の図を使うときは地域の中とか生活の横の広が

りという言い方をしていて、安田委員のおっしゃるのは時系列的な縦の広がり、時間の

流れですね。縦の時間の流れを認知症の人の中では見なければならないということに気

づかせてくれました。それを横の広がりと縦の時間の流れとの部分をどうリンクさせて

いくのかを考えなければなりません。この真ん中にある軽度から重度が時間の流れで、

発症の時からだんだん重度化してくると関わる内容も度合いも必要なことも違います

し、これで示すことができると思います。 

 では、この部分について皆様から御意見をいただきたいと思います。 

 

（永島委員） 

 資料１の図で、認知症の人と家族が一番中心になっていますが、安田委員のおっしゃ

ったことは正に家族の直面する問題を含んでいます。私たちがよく使っているのは、杉

山先生の４つのステップというものです。家族に認知症の人が出たときに、「とまどい・

混乱」から始まり、「怒り・拒絶」が第２段階、第３段階が「諦め」、第４段階で「受容」

という段階があります。そこで家族が認知症そのものを理解しないと、そこには行かな

いということを研修で使わせてもらっています。そこの段階を通して、専門職は家族も

含めて認知症の人をどう支えるのか、認知症の人を支えるためには、家族を支えなけれ

ばならない、家族を支えれば認知症の人はよくなる、それをひっくるめて大きな外側の

白い二重枠があると理解したいということをどこかに盛り込めたらいいと思います。４

つのステップは用意します。 

 

（助川会長） 

 家族のそれぞれの段階の話が出ましたが、家族の部分を本人・家族としてまとめるの
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ではなくて、家族のそれぞれの段階の中に入れていくかどうかになると思います。非常

に難しいのは、家族の人の「受容」の段階は、軽度でも重度でもいろいろなことが起こ

るので、この時系列の中にどういうふうに落とし込めるかというのは非常に難しいもの

があります。 

 

（永島委員） 

 認知症だけの時系列と、エリアの経過によってダブってきますので、こういうところ

にどう落とし込めるか工夫が必要です。 

 

（助川会長） 

今のお話は、心理面での変化のことですので、施策の中での変化とリンクするか、落

とし込むべきかどうかも検討が必要ですね。 

ほかに、皆様の御意見が反映されているかどうか見ていただき、御意見をどうぞ。 

 

（酒井委員） 

 この図は、認知症の人と家族、それを囲んで地域包括支援センターとか地域住民等を

含めて輪になっています。以前、浜詰委員がおっしゃったと思いますが、お医者さんと

ケアマネとの連携、あるいは施設との連携、これは丸を描いて連携し合うという意味合

いでしょうが、具体的にどういう形で連携を保つかが重要だと思います。そうでなけれ

ば、絵に描いた餅になってしまいます。 

 

（助川会長） 

 連携がどのように行われるか、どう機能させるかまで踏み込んで報告書の中に書くこ

とが必要ということですね。ほかに御意見ございませんか。 

 

（滑川委員） 

 権利擁護の部分に、成年後見制度の周知とありますが、周知するだけではなく、成年

後見は、軽度の場合は自分で選択できる任意後見もありますので、成年後見制度を活用

するところまで踏み込んでほしいと思います。 

 

（助川会長） 

 成年後見制度は、どんどん利用していただこうということで、市町村が取り組むべき

事業のひとつになっていますので、周知・活用ということですね。 

 

（土屋委員） 

 今回の研究会は、施設は別でやっていますが、このサブタイトルから読めば、グルー

プホームとか施設が入っていないと全体を絵で反映することは難しいと思います。まと

めるときは、向こうとの合作でないとサブタイトルには応えられないのかと思います。 
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（助川会長） 

 確かに施設を入れる必要があるし、そことの整合性を持っていかないと、安心して暮

らせる地域づくりのなかで、非常に大事な部分が欠けてしまっていることはおっしゃる

とおりですね。状況によって住み替えていくこともありますので、介護保険施設等を入

れることが必要ですね。 

 

（永島委員） 

 小規模多機能は、施設のあり方研究会で扱っていますか。地域密着型とか。 

 

（事務局） 

 施設のあり方研究会では、特別養護老人ホームを中心として議論しています。 

 

（永島委員） 

 どちらも触れていかないとなると、地域密着、小規模多機能は、地域の中の住まいで

すから、一番大事なところなので、もう少し踏み込んでいかなければならない部分です

よね。 

 

（助川会長） 

 認知症の方の軽度から重度までの全部を考えるとすると、小規模多機能の役割は非常

に大事ですので、施設を入れることについて、小規模多機能やグループホームというと

ころも含めて、皆さんで詰めていただけたらと思います。 

 

（今川委員） 

報告書を作成する段階では、専門的な人が見るからこのようなチャートでわかるかと

思いますが、一般の方にイメージしてもらうとなると、たとえば、権利擁護のところの

そばに、悪質な詐欺からストップするというようなイラストを入れるとか、医師が親切

に相談に乗っているようなイラストなどを絡めるなど、自分の生活とどう関係があって、 

役立つというものがあればと思います。 

 

（助川委員） 

 これは、一般の方ばかりでなく、ケアマネもそこまでの認識がない人もいるような状

況ですから、成年後見制度はどういうときに使うのか、地域福祉権利擁護事業はどうい

うものかわかるような典型例のようなものがわかるような工夫を報告書に入れていこ

うということですね。 

 私からもひとつ。権利擁護と高齢者虐待防止だけではなく、身体拘束廃止の推進も大

事なことですので、ひとつの項目として入れるべきだと思います。 
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（安田委員） 

 身体障害の方には、車椅子やベッドなどが支給されますが、認知症の方には徘徊探知

機くらいです。私が使っているＩＣレコーダー、タイマー、情報機器などがあれば薬の

飲み忘れ防止などに使えます。ますます情報機器等は発達してきているのにそれらはほ

とんど使われていません。ところが、一人暮らしの方に勧めても、年金暮らしでは買え

ないとよく聞きます。そこで、行政の方でそれらを福祉用具の中に入れ、必要な方には

支給・貸与するなどの制度を作っていただきたいと思います。 

 

（助川会長） 

 時代とともに便利なものができていますが活用できてないという現状があります。貸

与という言葉間で出すかは検討することにして、 新機器の利用・活用というような言

葉で提言することによって、市町村の独自施策の中で入れていこうというような推進方

法があるかと思います。県で貸与という言葉を入れるのは難しいと思いますので、利用･

活用という言葉で入れることができるかと思います。 

  

（酒井委員） 

 これから若年の検討に入っていくと思いますが、若年の場合、障害年金のことを知ら

ない方がたくさんいます。この中に、社会保険労務士さんも関わっていただかないと。 

 

（助川会長） 

 社会保険労務士は、介護保険の申請代行もできるなど、介護保険とリンクしていると

思いますし、経済的なバックアップという意味でも大事ですので、これをまた位置づけ

るということですね。 

  

（滑川委員） 

 認知症になっても安心して暮らせる地域であり、我が家でありたいわけです。私は今

住宅改修に関わることが多いのですが、認知症になってかなり進んでしまうと、手すり

をつけても手すりが使いこなせないなど、家の中を新しい環境に変えたことによって、

かえってバリアを作ってしまうこともあります。ですから認知症になる前に、まだまだ

軽度のうちに、自分がそのものに慣れるためにも、介護保険の対象でなくても手すりを

つけたりするような住まい作りができるのも必要かと思います。 

 

（助川会長） 

 認知症になって理解力と適応力が下がってからつけても、使いこなせないようなこと

があれば前もってそういう形でできないかということですね。 

 他にありませんか。 

 

（黒田委員） 
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 私たちのＮＰＯ法人秋桜は、グループホームを２つと小規模のデイをしています。デ

イサービスの中の自主事業で小規模多機能的な動きをとっていて、まだ制度にはのって

いませんが、制度と変わらないようなことをしています。 

その中で、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりというキャッチフレーズと

小規模多機能のあり方はほとんど一致します。小規模多機能の自主事業でやっていく中

では、その方が２４時間３６５日安心して住みなれた地域で暮らせるために、包括的に

継続的にいかに支えられるかを常に考えながら、その中で、通所介護、デイサービスが

基本ですが、その方に必要な支援において、今後、介護的なことをしたり、ヘルパー的

なことを送迎時にしたり、家族が疲れきっている時に臨時で泊まりの対応をしたり、小

規模多機能は程度においては住むという施設的な要素は入っていませんが、 終的に住

むとなると併設しているグループホームと連携して住まうという時系列的なところの

軽度から重度の 終的なターミナルのところまでいかに支えられるか、あるいはグルー

プホームにおいても家に外泊して帰るとか、あくまで在宅にこだわってやってきていま

す。小規模多機能もグループホームも在宅サービスのひとつであり、施設は施設のあり

方研究会では特養を中心に議論されているということですが、キャッチフレーズもかな

り重なってくるところもあるので、この輪の中に小規模多機能やグループホームという

言葉も折り重なってくるといいと思います。 

 

（助川会長） 

 小規模多機能は地域に密着した中心なので、図に中に上手に入れていくということで

した。 

 他にありますか。 

 

（永島委員） 

今の黒田委員の御意見で、小規模多機能が時系列的な流れに沿って使えていくという

ところはとても大事なことだ思います。 

 

（黒田委員） 

 小規模多機能的にやっていく中で、時系列の話に加えて、包括的に継続的にというと

ころで横の広がりも重視しており、その方が地域で暮らすことを支えるので、地域の力

無しには考えられません。そこで、認知症の勉強会等で地域に発信して、デイサービス

を利用されている家族等が中心で行われることが多いのですが、まず裾野から広げてい

って、地域の方々、それはサポーター養成講座ともつながってきますが、そういったこ

とも行っています。 

 

（助川会長） 

 先進的にやっているところは、いろいろな活動と事業がリンクして行われていると思

います。これをどのように落としていくのか考えながら、また、案が出てきたときに黒
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田委員に見ていただきたいと思います。 

 他にどうでしょうか。 

後ろのほうで、施策として書かれていますが、私から気づいた点です。相談体制の中

に人材育成が入っていますが、人材育成は相談だけではなく、サービス提供事業者の職

員や、施設の虐待の話などもありまして、専門職とは何かというような議論も行われて

いる段階で、人材育成は１本で取り上げなければならない時期に来ていると思いますが、

いかがでしょうか。相談の部分の人材もあれば、サービス提供事業者の人材もあり、い

ろいろな部分で人材育成は大きな取組が必要です。 

他にございますか。 

 

（石元委員） 

近の新聞にもありましたが、初期の認知症の方の運転ですね。高速を逆走するなど

かなりの数が全国にあるそうです。警察も免許を取り上げることはできないと言ってい

るようですね。非常に難しい。非常に多いですね、皆さん買い物に行くのに。御年配の

方だけの家庭が増えているのでしょうね。 

 

（助川会長） 

 車の運転で象徴されるひとつの大事な問題は、前回にお話が出てきたと思いますが、

なってしまった人や家族への対策が足りないということだと思います。車の運転をしな

いと生活面で不便があるので、取り上げることもできず、やっているのだと思います。

いったん事故が起こってしまうと非常に悲惨なものがあります。これまでは予防のとこ

ろを非常に話し合っていましたので、なってしまっている人や家族への施策提言で漏れ

ているところはないかという御意見の中で、車の運転を今後どのように対応していくか

触れておいたほうがいいということで、どのようにするかまでは出なかったとしても、

報告書の中にそのような文言を入れるということでよろしいでしょうか。 

 

（石元委員） 

 そうですね。 

 

（助川会長） 

 いろいろな面から考えていかなければなりませんが、他にいかがでしょうか。 

 

（安田委員） 

ボランティアをしたらクーポンがもらえるという地域通貨制度は、ボランティアに入

るのでしょうが、このようなボランティアを支える制度が必要だと思います。どういう

形がいいかは別として。 

 

（助川委員） 
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滑川委員、どうですか。確か、こういう議論もありましたよね、ここでボランティア

した分を貯めて、こういうところで利用するというものでしたね。 

 

（滑川委員） 

 あの時は、提言ということではなくて、住民同士の助け合いやボランティアを目的に、

時間を預託する時間通貨やボランティア通貨もあれば、町や商店街の活性化を目的にし

た地域通貨、環境改善を目的にしたエコ通貨などがあります。一昨年、プロジェクトブ

レーメンの事業と財源のあり方部会のところで、地域通貨を活用して、地域福祉のコミ

ュニティをつくっていこうというのを提言書の中に入れていただいています。三重県で

は県で取り組んでいるようです。新潟県三条市や北海道栗山町など市や町などの広域な

地域で流通している地域通貨、地区社協単位や商店街等の地域を限定した地域通貨、ま

た、ナルクのように日本全国組織で取り組む時間通貨もあります。住民の力を下支えに

するツールとして活用することもいいと思います。 

 

（助川会長） 

 どのように組み入れていくのか知恵が必要ですね。総括図には、ボランティアとか地

域住民とか入っていますが、施策体系図には、ボランティアが入っていません。人材育

成に入れていくのか、ボランティアに御理解いただかないとなかなか。認知症の人に今

非常に大切なのは、同じ話を繰り返すことで家族が大変なので、傾聴ボランティアに聞

いてもらうなどいろいろなボランティアがある中で活用が進んできていると思います。 

 ここでやったらプールされて他のところで受けることができるような制度の活用も

提言として考えられないかということですね。 

 

（永島委員） 

 基本的な確認ですが、この図で真ん中に認知症の人と家族とあります。裏には、相談

窓口の周知と連携という中に、認知症の人同士の交流の場とあります。この辺は、認知

症の人同士の交流の場というのは、認知症の人と家族を囲む二重線の楕円と別に１項目

あったほうがいいのではないかと思います。認知症の人と家族は、利益相反のところが

あるので、認知症の人と家族を一括りにしてしまっていいのか。 

それからその近くに、老人性認知症センター等と一緒の四角の中に家族の会が入って

いますが、千葉県では、地域ごとに家族介護者の会があまりないように思います。家族

の会というのは、家族介護者の会であって、私たちが入っている会ではないとは思いま

す。以上、表現の仕方で２つあります。 

 

（助川会長） 

 前回私が描いたときは、本人と家族は近くに存在していますが、イコールではありま

せん。認知症の人と家族を一括りにしてしまうリスクはありますから。認知症の人は認

知症の人、家族は家族という括り、家族がいらっしゃらない方もいますし、ここは分け
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たほうがいいですね。 

 

（永島委員） 

 そうなると権利擁護もわかりやすくなります。家族が虐待することもありますから。 

 

（助川会長） 

 そうですね。新聞等で報道されているように、虐待事例の７割は家族が行っている、

その中の何割が息子や娘で、非常に外部のものより親族のほうの割合が高いですから、

近くにあっても認知症の人と家族は分けたほうがいいですね。 

 

（鈴木委員） 

 今、皆さんの意見をお聞きしていますと、細かいことに触れられていて、細かいこと

を言っていくと図としてまとまらなくなってしまうと思います。ここで全部言い切って

しまうというのはもともと無理があると思います。これから言わんとしていることはこ

ういうことで、だいたいこうなんだということを言うにとどめて、詳細についてはこの

後ページがあるわけですから、実際この議論に加わってなくて初めて読む人も、だいた

いこんなものかとわかってもらえればいいわけで、さらに詳細が知りたければ、中を読

んでいただければいいわけで、ここで細かいことを言い出すとまとまりがつかないと思

います。 

 

（助川会長） 

 本質的に直さなければならないことをお話しいただいて、あとは各項でやっていきた

いと思います。ここで休憩といたします。 

 

 

（助川会長） 

 では後半に入ります。資料２から５まであります。まず、まだ未検討となっていまし

た認知症予防について、事務局から資料説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料２をご覧ください。県の認知症予防に関する現状の取組を簡単に御説明いたしま

す。高齢者福祉課、保険指導課、健康づくり支援課の３課から、御説明いたします。 

安房健康福祉センターで、平成１６年度から３か年計画でモデル事業「高齢になって

も生き生きと暮らせる地域づくり事業」を実施しています。 

事業内容は、平成１６年度は、認知症の正しい理解と予防の大切さ・予防方法につい

ての講演会を３回、シンポジウムを１回開催、平成１７年度は、認知症予防教室を実践

し、効果判定を実施しました。認知症予防教室の内容は、５か月間、１０日に１回、老

人クラブ会員１６名に対し、健康相談、ストレッチ、ゲーム、これは、お手玉入れ、リ
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ズム体操、シーツ玉入れ、風船バレー、たすき取りじゃんけんで、静岡市で取り組まれ

ているものです。そして、歌いながら竹太鼓を演奏するというものです。効果判定は、

教室の前後にＭＭＳＥテストを使用しています。平成１８年度は、認知症予防教室を管

内の住民や関係機関等に広めるための講演会を来年１月に開催する予定になっていま

す。 

続いて、保険指導課から、市町村における認知症介護予防について、その後、健康づ

くり支援課から、健康生活コーディネート事業について御説明いたします。 

 介護保険室からは、介護保険に関わる介護予防ということで、資料５ページから御説

明いたします。説明の前にまず、介護保険制度では市町村が介護保険及び介護予防事業

等の窓口になっていること、介護予防事業には、特定高齢者施策と一般高齢者施策があ

ることを御留意ください。特定高齢者とは、簡単に言って、要支援・要介護になりそう

な、一歩手前の方と考えていただいて結構です。 

５ページは市町村で行われている主な介護予防事業をまとめたものです 

６ページは、地域包括支援センターにおける相談件数です。センターではいろいろな

問題をワンストップで受けることになっていますが、総合相談件数は４月から８月まで

の５か月の合計で３６，６５０件となっています。そのうち虐待については１，０３１

件、成年後見については５１８件となっています。 

７ページからは特定高齢者施策の詳細になります。 

特定高齢者となるためには、国の基準をクリアする必要がでてきます。たとえば２２

ページにチェックリストがありますが、これで２０項目中１２項目該当ですとか、６か

ら１０の全項目該当や、１１、１２の全項目該当や、１３から１５の全項目該当で特定

高齢者候補者になり、次に２３ページ以降に記載されているプログラムの基準に該当す

る必要があります。それだけでなく、そのほか医師による生活機能判定があり、それら

をクリアして初めて特定高齢者になります。７ページはその特定高齢者と決定された人

数で、８月末までの決定数は１，２８６人です。この特定高齢者は、全国でもあまり出

てこない状況です。それは、その多くが健康診断から把握されているというのが現状で、

健康診断受診は実際元気な人が多いので特定高齢者は出てこない状況があります。国で

も、健康診断以外のラインから特定高齢者を把握するよう指導があって、県としても市

町村に指導しているところです。 

特定高齢者決定者のうち認知症予防プログラムが相当と決定された方は特定高齢者

１,２８６人中８１１人おりました。これには、運動器の機能や口腔機能向上などの決

定プログラムの重複で、一人でいくつかのプログラムに該当して決定する方もいらっし

ゃいますので御留意ください 

８ページをご覧ください。決定になって、市町村での介護予防事業に参加となってい

くわけですが、その実際の参加者数を載せてあります。何らかの介護予防事業に参加し

た方は、４月から８月までの各月の延数で５３４人になります。８月は、約２００人弱

の方が介護予防に参加されています。事業の周知があまりなされていない点もあり、決

定されても御本人が参加したくないなどで参加者が少ないため介護予防が始められな
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い市町村もあります。 

８ページの右側の表は認知症予防事業で参加された方を、市町村ごと月ごとに集計し

えてあります。 

柏市、印西市では積極的に行なわれていることが見受けられます。柏市では、認知症

だけではなくて、閉じこもりや口腔の予防を併せた形で行っているということです。 

９ページ以降は、各市町村における予防事業の内容で、これをまとめたものが先ほど

の５ページであり、音楽療法、健康マージャン、脳力アップ、作品つくりなどを通所で

行っています。通所できない方には、保健師等が訪問という形で行っています。 

１１ページ以降は、一般高齢者施策で６５歳以上を対象に、市町村が実施している介

護予防の状況です。 

１２ページは、介護予防普及啓発事業で、一般の方を対象にした講座で認知症の予防

等の話をしている状況であり、１５ページ以降は、地域介護予防活動支援事業でボラン

ティアやサポーター等、支える人を養成している状況です。 

１９ページは、一部、介護予防から離れる部分もありますが、市町村では、任意事業

で、徘徊高齢者ＳＯＳネットワークや徘徊高齢者位置情報システムなどを行っていると

ころもあります。任意事業は多岐にわたりますので、認知症に関わるものだけ抜き出し

て掲載しました。 

先ほどの一般高齢者施策及び任意事業の主なものは、先ほどの５ページにまとめたと

おりです。 

以上が、介護保険で地域支援事業で市町村が介護予防として行っている認知症に関わ

る事業です。 

健康づくり支援課からは、新しい健康づくりというパンフレットで御説明いたします。

一人ひとりの健康づくりのプログラムというのが科学的根拠に基づいたものとして、運

動や栄養やメンタルヘルスといった面で提供できないかということで、平成１６年から

モデルとして実施してきた事業です。現在は、生涯を通じた健康づくりという視点では

ありますが、当面４０歳からの方々が参加されておりまして、６０代の女性が一番多く

参加している状況です。２・３ページでは、生活習慣病の予防、介護の予防という視点

でみると、脳血管疾患や高齢による衰弱、骨折・転倒、関節疾患等で、介護の対象にな

る方が非常に多いということで、一人ひとりの状態に合ったプログラムを提供していま

す。 

６・７ページをご覧ください。運動につきましては、運動情報システムということで

簡単なＩＴで、このような歩数計の中に、御自分の体力テストのデータですとか体組成

に関することがすべて入っているものを見られるようになっています。 

次のページでは栄養についてですが、バランスのよい食事が基本になりますが、どの

ような食事をしているのか、栄養アセスメントツールとして国立健康・栄養研究所の

佐々木先生の開発されているＢＤＨＱというものを使いまして結果を出します。それに

基づいてアドバイスをしています。次にメンタルヘルスについてですが、先生方に御相

談した結果、健康づくりという事業の中では、ＩＴをメンタルヘルスに使うのは非常に
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難しいことであるということで、一人ひとりということを考えると通常の中では、睡眠、

ストレス、たばこといったような現在の状況をお聞きしながらアドバイスするというよ

うに実施しています。４ページの健康生活コーディネーターとは、県民一人ひとりの健

康生活について、運動・栄養、メンタルヘルスにわたるアドバイスを行う方で、現在千

葉県で研修をし、知事認定をしています。 

１０・１１ページでは、モデルの検証結果、体力年齢は９か月後の変化として、８歳

ほど若返った、ＱＯＬは、参加者と非参加者を検証したところ、参加者はどの項目でも

上昇が見られ、非参加者は上がっていない項目が目立っています。１１ページは現在実

施している市町村を載せてあります。１８年度の事業実施は、市町村によるモデル事業

として、我孫子市、千葉市が実施し、更に、匝瑳市、白子町が行っています。 

認知症ということでは、この健康づくりはまだ検証されていません。来年度、検証で

きるところがあれば、衛生研究所と一緒に実施していければと考えているところです。 

 

（助川会長） 

 ３つのことを御説明いただきまして、これで検討を始めていくわけですが、今の説明

で、御意見、御質問等ありましたらどうぞ。 

 

（安田委員） 

 近は、こういうものを食べたら認知症にならないとか、運動したらならないとか、

頭を使ったらならないとかいう話がやたらに多いのですが、ちゃんと仕事をして、頭を

使って、運動もしているのになるのが認知症ですから、そこをちゃんと把握していかな

ければなりません。介護予防で音楽をやるとか、打楽器をやるとか、それはそれで結構

ですが、実際、高齢者や認知症になってきて困るのは、薬を飲み忘れるとか、火を消し

忘れるとか、そういったことが問題なのですね。音楽をやって、どうやって火の消し忘

れを防止できるのかということです。まず、そういう物忘れに対しての対処方法を教え

るべきだと思います。 

 私は、そういうことを実践してきましたが、残念なことに、やっている人が少ないの

で、なかなか言っても理解されないのですが。ただ、おととい、所沢の国立リハセンタ

ーでシンポジウムがあり、そこで発表したところ、九州や北海道から聞きに来てくれた

方があり、こういう方法もあったのかと喜ばれました。 

 ですから、本当に予防できるかはおいておき、実際に物忘れが始まったような段階で

メモリーエイドのような使い方、それからちょっと悪くなったらこういう道具があると

か、こうすれば火の消し忘れは防げるとか、行政的にはこういう機器を貸し出しできる

とかをきちんと教えていきます。その中の何割かは認知症になるでしょうから、なった

ときに速やかに対応できるようにしておくことをまずやるべきだと思います。リハビリ

全体としてそういうことに参加してこなかったのが悪いと思っていますが、これからは、

こういった視点を入れていってほしいし、そういう事業をやっていってほしいです。ま

たそれには協力を惜しまないつもりです。 
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（助川会長） 

 特定高齢者・一般高齢者施策の中で行われているのは、ほとんどが元気な方を対象と

していますから、その方々の段階でどう対応していくかが確立されていなくて、実証し

ていくのが非常に難しいので、一つの意見として取り上げていくということとします。 

 

（鈴木委員） 

 私の住む千葉市でモデル事業をやっているようですが、モデル事業なので限定された

人が対象なのかも知れません。これをどのような形で広めて一般住民も参加できるよう

になるのか。私もフィットネスクラブに行っていましたが、あれも若い人が対象で年老

いた人がついていくにはなかなか厳しいところがありまして、結局続かなくなってしま

いました。高齢者向けのエアロバイクや筋トレ等をやっているようで、ぜひ広めていた

だき、市や県の広報で周知し、参加募集等お願いしたいと思います。 

 

（助川会長） 

 私も、健康生活コーディネート事業の中身をここまで見たのは初めてでした。これだ

け効果があるのでしたら、地域で今後どのように展開されるのか説明してください。 

 

（事務局） 

 市町村モデルとして今、実施しておりまして、市町村だけでなく、さらに、フィット

ネスクラブ等、民間で５か所実施しているところです。 

 この結果については、県民だよりで報告しており、民間等も県民だよりの中で、実施

している旨報告したり、市町村広報等でも掲載してもらっています。 

 今後も展開する方向で努力していきたいと思います。 

 

（助川会長） 

 私も、介護保険の狭い分野だけではなく、もっと幅広く情報を集めなければいけない

と思います。 

 高機能歩数計は、安心機器で、その方独自のプログラムがこの中に入っているわけで

すね。 

 

（事務局） 

 プログラムはペーパーです。モニタリング機能として皆さんにつけていただきます。 

 

（助川会長） 

 そういうものを使いこなせるというのも、脳の活性化として大事ですね。 

 

（土屋委員） 



 - 14 -

 同じような立場から少しお話しますと、健康づくり事業とか、認知症予防事業という

のは非常に難しく、何が難しいのかというと、介護保険の場合ですと、認定されると給

付が決まり楽になり恩恵が受けられますが、健康づくり事業とか、認知症予防事業の場

合、皆さんの関心はありますが、日に日にものを感じられないわけです。介護保険で要

支援でも要介護１でも認定を受けると、翌月からたとえばヘルパーさんが来てくれて、

掃除を半分やってくれるなど目に見えてわかるわけです。ところが、健康づくり等は、

１日２日やったところで、すぐにはわからないし、汗をかくということは、厳しいこと

ですから、私どもは、いかに誘導していくか、何を使ったらいいのか苦慮しています。 

 近サッカーが人気なので、サッカー場で健康づくりをやろうとしたら、人が集まら

ないかと思っていたらたくさんの人が来ました。ある選手と一緒にできますとか、芝生

の上でできますというような魅力があると、うまく参加してくれます。気持ちをどう誘

導していくか、認知症もそういう類いのものだと思います。ですから、そういうところ

が難しいということを御理解ください。 

 

（助川会長） 

 楽しいことを企画すると人は集まるということをお話していただきました。今市町村

で困っているのは、資料２でいう特定高齢者に決定されているのに、参加者がいないと

いう実態です。それから、市町村では、どういうことをやったらいいかわからないため

に、進んでいるところの話を聞いてから始めるというような状況です。県では、進んで

いる事例等の情報を流すというようなことはされていますか。 

 

（事務局） 

 これから、介護予防市町村支援委員会を立ち上げ、この支援委員会でも行うことにな

りますが、介護予防の情報は、今でも県から市町村にも流しています。お話しのように、

困っていて、ほかの市町村の様子を聞きながら実施している市町村もあるかも知れませ

ん。しかし、県としては情報を発信していますので、ある程度進められると思います。 

県に相談があるのは、何をやったらいいかというよりも、特定高齢者自体が出てこな

い、出てきても１人や２人なので、介護予防事業としてスタートできないと悩んでいる

ということが多いです。特定高齢者の事業としては集団で行うというのが前提になって

いますので、６人から８人集まれば始めようと待っているケースも多いです。 

情報はかなり発信していますが、事業内容がわからなければ委託ということもありま

すので、そういう問題はないと思っています。 

 

（土屋委員） 

 千葉市の健診事業はこの表のとおり４月、５月は０です。健診を主体としており、  

１６万人以上の対象者ですので、健診通知は５月の連休明けに皆さんのところに届きま

すから、健診が本格的に始まるのは、５月の下旬からですので、４月、５月は無いわけ

です。健診率は５０％くらいで、今、健診が始まってきましたが、今日段階で、２５項



 - 15 -

目の生活機能評価表で、医師から特定高齢者のいわゆる予備軍とされた方は５００人く

らいです。されど、地域包括支援センターへ行かれる方はその約１割です。行かれて更

なるチェックをして特定高齢者に認定された方は、ほぼ５０人くらいです。さらにその

中で介護予防事業に取り組んでいるのは３分の２くらいです。 

なぜそうなっているのか、一般論ですが、医師から特定高齢者と選定されても、痛み

や苦しみがあるわけではない、昨日も今日も生活は変わらないわけです。自分の健康状

態は著しい不安を持っていないわけですから、どこかの段階で特定高齢者といわれても

その認識はまずありません。ですから、地域包括支援センターで介護予防事業なんてい

う意識が働かないわけです。われわれの責任でもありますが、介護予防の大切さという

ものをよく理解していないといったことから減っていってしまうと思います。 

介護は、認定を受ければすぐメリットが出てきますが、予防はすぐには出てこないし

目には見えませんから、大きな差があります。その他の要因もありますが、全国的な問

題でもありますが、出てこないというのが実態で、いかに掘り起こすかが喫緊の大きな

課題です。 

 

（滑川委員） 

 地域包括支援センターの現場の立場で。健康診断から特定高齢者が上がってくると、

資料が来ますから、それに関して、分担してまず、お電話をかけます。少しでも参加意

欲があれば訪問し、ケアプランの作成までつなげています。しかし、日々の業務が非常

に忙しくなかなか進められないのが現状です。掘り起こしに関しましては、銚子市では、

６月に市内のすべての開業医を訪問し、虐待や特定高齢者に関してお願いするなどして

いますが、なかなか追いつかないのが事実です。 

 

（助川会長） 

 実態を知っていただいて、その中で考えていくことが大事です。 

 もうひとつ質問ですが、柏市の特定高齢者の事業参加者数が大変多いのですが、どの

ような工夫があるのですか。 

 

（事務局） 

 詳しくは聞いていませんが、認知症と閉じこもりとうつ予防とを併せて行っていて、

いくつかの地区に分けて公民館等を使って行われていると聞いています。 

 

（助川会長） 

 何かとても魅力的な事業で出たくなるような工夫とかされているのでしょうか。 

 

（事務局） 

 実際見せていただきましたが、実施内容に、特別な奇抜なことはなかったように思い

ます。 
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（助川会長） 

 ずば抜けた数字ですから、何か特徴があるのかと思いまして。 

特定高齢者の事業はどのようにやっているのか、ここがしっかりしてくると要介護状

態の発生率を下げることになり、非常に力を入れているはずですが、あまり進んでいな

いというのが実態で、市町村の悩みだと思います。 

うちの施設では筋トレマシン等を置いていますが、来られた方が有料でもいいから利

用したいという元気な方がいます。特定高齢者施策の介護予防プランのようにならない

で、好きな時に好きなようにできるような自由度のある事業の展開の仕方や、お金を払

ってでもやりたいという人のことを結構耳にします。そのような方は自分で健康づくり

をやっていますが、そこから出なくなったときの仕掛けです。一方的に特定高齢者と決

定されることに認識がないのは仕方がないことです。 

次回にでも、柏の状況を御報告ください。 

 

（宮地委員） 

 私は柏ですが、アミュゼ柏というところで、「みんなでつくろう認知症にやさしいま

ちづくり」とか、予防とケア等こういうことをしょっちゅうやっています。主催のほと

んどは、認知症にやさしいまちづくり会議で、医師会も関与しています。柏市、柏市医

師会、慈恵医大、介護支援専門員等が協力しています。やると非常に多くの人が集まり

ます。 

 それから、千葉大学の環境健康都市園芸フィールド科学教育研究センターがあり、ち

ょっと変わった科学スポーツをやっていますし、そのちょっと先には東大工学部があり、

マシンを作ったりというようなことを非常にＰＲしてやっていますので、興味を持って

行っているのかと思っています。 

 

（助川会長） 

 いろいろなところで認知症をテーマとして取り上げてやっているということがわか

ります。園芸療法について勉強会を立ち上げてやっているのが千葉大の先生で、そこが

柏市ですね。医学部や工学部も関係しているように思います。 

 

（宮地委員） 

 千葉大園芸学部の農場があり、その一部を使うとかそのような環境があるんですかね。 

 

（助川会長） 

 常に新しいことを発信されている市で、園芸療法を健康な方にもどう変わるかという

ような取組をされていて、農作物や果樹の取り入れ等を元気な方でやっているという地

域ですので、地域に向けての発信が多いまちなのかと思います。 

いろいろな場面で、いろいろなことを発信していくことが、大事だと思います。 
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 次回、柏市の取組を少しまとめて柏市から情報をいただくことはできますか。 

 

（事務局） 

 実地視察に行ったときの資料にもあるかもしれませんので、情報はお示しできると思

います。 

 

（助川会長） 

 では介護保険室のほうでお願いします。 

 次に資料３で、鈴木委員から御説明をお願いします。 

 

（鈴木委員） 

 では資料３で、介護予防・認知症予防の啓発事業とあります。これは、２年前に、千

葉県とＮＰＯの共同事業ということで公募があり、そのときの千葉県から提示されたキ

ャッチコピーが、誰もが、「ありのままに・その人らしく、地域で暮すことができるた

めに」でした。それに該当する事業ということでエントリーしましたが、見事３次予選

で落ちました。そのときのプレゼン資料の一部です。内容は、大きく２つあって、１つ

は、痴呆予防の進め方、２年前ですのでこういう表現になっています。東京都老人総合

研究所が出している本の内容が主体になります。後半は、幕張メッセであったセミナー

の内容を引用しています。 

こういうテーマにエントリーした理由は、２年ほど前、介護予防という概念がでてき

たということと、認知症、認知症といわれていますが、どうしても予防というところに

発想が行かないことです。私も予防しなければと、資料等を探していましたら、東京都

老人総合研究所の本を見たり、セミナーにも出まして、納得してこれを広めようかと提

案したしだいです。 

 認知症予防については、東京都老人総合研究所の資料では、認知症予防は６０代後半

から７０代前半に行うのがよい。認知症の有病率は、７５歳以上で急激に増加する。認

知症予備軍の人たちが地域高齢者の２０％から３０％いるというデータです。 

 認知症になる前に落ち始める脳の機能ということで３つあげられ、エピソード記憶、

これは、何年何月に旅行に行ってどうしたとか、要するに過去の記憶です。それから注

意分割力というのは、同時処理能力、たとえば掃除をしながら料理をしたり洗濯したり

ということですが、それが落ちてきますと、洗濯と料理をしていた場合にどちらか忘れ

てしまうということが起こります。思考力計画力、ここの場合では、旅行プランを作る

とかで計画する力が衰えるとなっています。 

 それに対して、認知症予防の原理として２つあり、１つは代償的効果として、認知症

になりかけのときに障害される機能を健全な部分で補うこと、もう１つは、直接的効果

で、正常な段階から機能を高めておくことで、障害の発現を遅らせることとされていま

す。 

 効果的な認知症予防活動の要素として、記憶には、宣言的記憶と手続的記憶があり、
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エピソード記憶や意味記憶は、加齢によって障害されやすい。手続的記憶の技能、たと

えば自転車の乗り方というのは加齢により障害されにくいということです。 

効果的な認知症予防活動ということで東京都老人総合研究所が実際やっていますし、

市町村でもやっているようですが、先ほどの３つの落ちはじめる脳の機能を助けるため

のエピソード記憶、注意分割機能、計画力を刺激する新しい情報処理を含んでいる。２

として、個人の嗜好や価値観にあった面白く楽しいものであるということ。それから６

人から１０人の小集団で行うこと。運動を同時に取り入れること。こういったことを１

年かけてやっているようです。この運動がどの程度効果があるのか検証されていません

が、これ以降、本や発表などを聞きますと大体同じようなことがいろいろな先生から言

われております。 

後のページですが、２００４年に第４６回日本老年医学会市民公開講座シンポジウ

ムが幕張メッセで行われ、国立長寿医療センターの田平先生が講演されたものを一部引

用したものです。アルツハイマーになり易い人としては、頭部外傷、脳虚血、脳血管障

害、糖尿病、ストレス、運動不足、歯が少ない、知的・文化的刺激の減少。なりにくい

人としては、高学歴、積極的運動、３０分以下の昼寝、ビタミンＥ、魚・黄色野菜、水

を１．５リットル飲むということです。３０分以下の昼寝というのは、 近の新聞記事

等にも出ています。逆に６０分以上寝るとよくないということもあり、３０分以下の昼

寝がいいといわれています。 

その辺をまとめて「ボケ予防１０か条」、個人レベルですが、１０書いてあります。

魚を多く食べる。緑黄色野菜を多く食べる。塩分を減らして高血圧を防ぐ。脂肪と甘い

ものを控え、腹八分目。上手な水分補給で血液サラサラ。運動と昼寝を日課にする。よ

く噛んで脳を刺激する、歯を大切にする。新しいことに挑戦、脳を活性化する。酒は適

量、タバコは禁煙、ストレスは早めの解消。定期検診でボケの芽を早めに摘み取る。 

これを見まして、生活習慣病予防に似ていると感じたわけですが、ほかの先生、たと

えば群馬大の山口先生も同じようなことを言われています。さらに細かいことも言って

います。 

安田委員もおっしゃるように物忘れに対して、直接的対応、メモリーツール等を使っ

てやるというのは、それはそれでいいと思いますが、こういう形で個人の認知症に対す

る免疫力を高めることは必要だと思います。個人的に思いますのは、元気のあるとき、

活力があるときは忘れ物はしませんが、元気がないと忘れ物をしたり、ポカしたりは誰

でもそうだと思います。ですから、こうしたアクティビティをして全体的なパワーアッ

プをし、物忘れや認知症的症状が出るのを防ぐというのは、効果のあるよろしいことだ

と思います。 

 

（助川会長） 

 鈴木委員の御説明に対し、何か御意見はありますか。 

 

（安田委員） 
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 こういう話は、一般のがん予防とかと一緒の話です。一般論は、それはそれで結構で

すが、一般論を用いてしまうと、実際なった人がそうなのか、例えば高学歴はなりにく

いといいますが、この前、当院の物忘外来にきた方は大学の教授でした。一般論で言っ

てしまうと実際なった人は救われません。認知症は、頭を使っても、体力を使っても防

ぎようがないものです。ですから、あまりにこういうことをやるのは、われわれがやる

べき本質からずれると思います。東北大学の某先生は、ドリルなどをやるといいといっ

ていますが、同じ東北大の認知症研究で有名な某先生は批判しています。例えば、ドリ

ルをやると一時的には良くなりますが、何年か追っていくと本当に落ちてくると言って

います。私の所属する学会では予防のことはほとんど言っていません。 

 一般論はあまり深入りしないで、やっていることは悪いことではありませんが、悪く

なってきた人に対して、どうしたらいいか考えなければならないと思います。 

 

（鈴木委員） 

 あまりここで議論しても結論は出ないと思いますが、確かに一般論であり、病気予防

はガンであれ脳卒中であれ、みんな一般論です。医療の場合は、 近ＥＢＭが言われて

いますが、では今まではエビデンスがなかったのかという勘繰りが医学の世界でさえあ

ります。介護についていえば、ＥＢＣという言い方をする人もいます。こういうものは、

これをやれば絶対にガンにならない、生活習慣病にならないというものは無いと思いま

す。 

ですから、一般論でも多少なりとも効果があるのであれば、一般論だから何もしなく

てもいいのかというと、私はそうは思いません。多少なりとも期待ができるのであれば、

多少なりともそれはそれでやっていくことによって、エビデンスも出るでしょう。それ

を積み上げていけばある種のエビデンスのあるケアになるのではないかと思います。 

 

（安田委員） 

 一般論は私も結構実践したいと思っていますが、実際に悪くなってきている人に使え

るメモリーエイドとか増えてきています。悪くなってきた場合、どういうサポートが可

能かということを広めていきたいと思っています。一般論を否定しているわけではあり

ません。 

 

（助川会長） 

 今、ステージの違いによる検討内容の違いが出ています。予防の段階でいかに健康的

に暮らすかという観点と、悪くなってきたときにどう対応するかという観点と、それぞ

れ御意見があると思いますので、メール等で集約していきたいと思います。 

 後に子ども用にどんな教材がいいかという話になります。まず、小林委員からお願

いします。 

 

（小林委員） 
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 これが本物です。この取り扱いには注意してください。この中身ですが、小学校低学

年のお子さんにもわかりやすい内容になっていると思います。資料が事前に送られてい

ますから皆さんご覧になっているかと思います。 

１ページの女の子が主人公です。この本の特徴は３ページで、もう１人の主人公、お

ばあさんのメメさんが、「アルツハイマー病です」とまず明記されていることです。「全

員がなるわけではありません。そして他の人たちよりも悪い人もいます。」というふう

に簡単なアルツハイマー病の特徴が書いてあります。十分ではありませんが、その後も

アルツハイマー病の特徴が次々とちりばめられて出てきます。この女の子が、このおば

あちゃんと暮らしていく中で、いろいろ変わったことが出てきます。おかあさんもおば

あちゃんに気をつかったりしている様子がそれとなく出てきます。でも道に迷ったり少

しずつ事件が起こってきます。ただそれだけではなく、例えば８ページ、寝る前に私た

ちに本を読んでくれたり、抱きしめてくれたりとか、日常生活も入っています。これは、

アルツハイマーのマイナス面だけを強調しているのではなく、そうではない部分も出し

ているところこの絵本の特徴ではないでしょうか。 

でも、１０ページの、台所に靴が洗ってあったり、オムツが逆さまになっているとか、

こういった失敗もかわいらしく描いているのも、子どもたちにわかりやすく受け入れら

れやすい内容にしてあると思います。 

でも、自分の家なのに「家に帰る」と特徴的なことですよね、家族、特にこの女の子

がおばあちゃんにどう対応したらいいのか悩みだします。それをお父さんやお母さんが

受けとめています。これもこの絵本の特徴だと思います。それでもお母さんがだんだん

受けとめられなくなっていき、家族の限界もそれとなく書いてあります。ここも重要な

部分だと思います。 

１７ページ、「私は混乱した時に起こってしまうことを知っています。例えば、本を

読もうとしている時に、パパやママが、私が新しい言葉を覚えるのを手伝ってくれて、

それで気持ちがおさまります。」ではアルツハイマーのおばあちゃんにどう接するのか

を優しく導いてくれていると思います。１９ページのようにドアに特殊な錠をつけたり、

やれるだけの範囲はこの家族はやっており、住宅改修のこともわかりやすく入っていま

す。この家族は、できること、おばあちゃんが楽しみにしているようなことを家族が勉

強し始めます。それでも、２２ページ、赤ちゃんを連れだしてしまった。ここで、おば

あちゃんを施設に預けることになりました。お話がここで終わらないことがこの本の特

徴で、その後もこの家族はおばあちゃんを訪ねていきます。 

そして２５ページが一番重要なところです。これは英文のほうが伝わるのではないか

と思いますが、That will never change.決して変わることはないというふうにして結

んでいます。これは、家族がどんなに苦労して、どんなに死んでくれと思っても、親は

親であり、夫は夫であり、妻は妻だと葬式の場では思うと言われます。これをここでは、

子どもの声として、伝えています。子どもたちも同じような思いであるということをこ

の絵本は伝えています。 
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（助川会長） 

 ほんとうにとてもわかりやすく、絵を見ていても楽しくなります。幼児に読み聞かせ

をするところの絵本の感じが出ていると思います。ぜひこれを日本バージョンで作れる

と素晴らしいと思います。つまり、これは家族の愛情を示す時にハグするという言い方

で、これは欧米人の特徴ですし、日本人だったらどうするかを考えていく必要がありま

す。これを参考にしながら、皆さんからいいアイディアを募って、ストーリーの中にい

ろいろな要素を含めていくことが大切だと思います。 

 小林委員からの情報に関する御意見は、また皆さんお読みいただいて、集約するとい

うことにし、教材作りのところで参考にしていきたいと思います。 

 今日は、議題がたくさんありまして、特に介護予防のところから特定高齢者の施策は

大事な部分ですから、お気づきの点等ありましたらメール等でお寄せください。 

 私は、返信はしていませんが、全部読ませていただきまして、たくさんの情報をあり

がたく思っています。 

 今日の議題はこれで終わりにいたします。事務局にお戻しいたします。 

 

（事務局） 

次回の研究会は、１１月２７日月曜日、この場所になりますのでよろしくお願いしま

す。 

 


