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第９回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年１２月１１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、石元委員、今川委員、小林委員、鈴木委員、 

出口委員、仲野委員、滑川委員、平野委員、宮地委員、安田委員、 

山尾委員（以上１３名） 

      （欠席：石井委員、黒田委員、酒井委員、高井委員、土屋委員、浜詰委員、

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 人材育成について（鈴木委員・仲野委員） 

２ もの忘れや認知症への対処法（安田委員） 

以上です。 

本日から、出口委員が出席されます。出口委員は、９月まで山梨県立大学人間福祉学

部助教授で、１０月から千葉大学文学部助教授として赴任されました。出口委員から自

己紹介をお願いします。 

 

（出口委員） 

皆さんはじめまして、出口と申します。山梨県立大学から千葉大に赴任しました。  

１０月から赴任ですが、着任後のどたばた等で、やっと１２月から参加することが出来

ました。議事録等はメールで送っていただいていました。これから皆さんの話からいろ

いろと学ばせていただければと思っています。 

千葉大学で所属は文学部行動科学科社会学部講座というところで、私の専攻は社会学

ですけども、研究用の対象が認知症の高齢者や、ケアの現場の方におじゃまさせていた

だいて、いろいろ社会学的にものを考えてきました。 

リンクルという認知症のケアの専門誌があるのですが、そちらでちょっとだけコーナ

ーを設けさせてもらいまして、僕がつらつら考えていることを出させてもらっている次

第です。 

また、小澤勲先生という第一線で活躍されている精神科医の方がいらっしゃいますが、

その方の編集でケアってなんだろうという医学書院から出ている本がございます。そこ

では小澤先生にインタビューをして、そのことから考えさせてもらったことを文章にし

ています。編集サイドからは、寺子屋の師匠が子供に教えを授けているそんな感じのイ

ンタビューでしたと茶化されています。本屋に多分出ておりますので、手にとって見て

いただければと思っております。 

授業の方でも医療と福祉の社会学を担当しておりまして、皆さんのそういった現場の
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声を学生とつなぎ合わせるような試みも、これからしていきたいと感じております。何

分不勉強ですので、いろいろ皆さんから勉強させていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

（事務局） 

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。１２月に最後に１回どうしても設けようといった時のテーマが、人

材育成ということでした。今まで認知症のいろいろなテーマで議論してきましたが、最

終的には認知症の人をお世話する人々の育成をしていかないと、いくら地域に向けて発

信していても、全体がきちんと教育出来ていないといけないということで、１本柱を設

けていただいたところです。まだ十分に検討されておりませんので、今日は人材育成の

中でこういうポイントは絶対に落としたらまずいというところを、皆さんの検討の中で

出していただけたらと思います。 

この前皆さんに、人材育成についていろいろお考えがあればお送りくださいというこ

とで、早速に資料を提出していただいておりますので、その資料の説明から入らせてい

ただきます。まず鈴木委員の方からよろしくお願いします。 

 

（鈴木委員） 

事務局の方から具体的な提案書という希望があったのですが、あまり具体的に書けて

いなくて、正直アイディアが浮かびませんでした。それから考えてみますと、第２回研

究会の資料でいろいろ現在やられています研修の中身とか書いてありましたので、この

辺を見てちょっとまとめた次第です。 

人材といってもそこにありますように、一般市民レベルから今度はプロの領域に入り

まして、プロでも福祉・介護業務従事者レベルというのがあるのと、医療従事者レベル

というこの３つくらいの段階があるのではないかということで、下に三角形が書いてあ

ります。 

一般市民レベルが一番裾野が広くて、対応する方も多くなると思います。そういう人

に対しましては、近所の軽度ないしは初期の認知症の人への対応ということで、身近に

接することになると思いますが、この辺につきましては多分市民講座とか、今でもいろ

いろ行政等でおやりになっているものもあるし、ここで話題になっていました認知症サ

ポーターというのも多分、一般市民を対象にした人材育成ではないかと思います。です

から一般市民レベルにつきましては、市民講座等で人材を育成していくという形になろ

うかと思います。 

次の段階の福祉・介護業務従事者レベルですけども、これも業務として軽度から中度

レベル、場合によっては重度もあると思いますが、その認知症の人への対応ということ

になります。これは事業者向け研修と一言で書いてありますが、これこそいわゆる事業
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者向けの必修の研修が、グループホームだとか開設する人だとか、管理者レベルとかい

ろんな段階を分けて結構やられているということが第２回の資料にもありまして、この

辺が今一番充実しているのかなと思っています。 

最後の３番目の医療従事者レベルにつきましては、専門領域というか医学レベルです

ので、どちらかというと重度の方が多いのかも分からないのですが、そういう方も医療

的側面からの対応ということで、その辺は医師会主催とか関連学会、認知症学会等があ

るのかどうかよくわかりませんが、そういった形で学会とか医師会等が主催となって研

修をやるということで、人材の育成が図られるのではないかと思います。３つのレベル

に対応して、それぞれ人材の育成をしていくということになろうかと思います。 

最後にここに書いていないですけども、人材育成をする教員といいますか、教える側

の人材育成ももっと大事じゃないかということで、養成をする人の人材育成がもう一つ

重要なポイントではないかと思っております。以上簡単ではございますが。 

 

（助川会長） 

もう一人、仲野委員からも出ておりますので、仲野委員の説明を受けてから検討に入

りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（仲野委員） 

 人材育成について、やはり具体的な手段は思い浮かばなかったので、常日頃思ってい

ることを書かせていただきました。この内容については、先程助川会長の方からお話が

ありましたようにお世話をする人側の研修ということで、一般の方というのではなく、

私は今施設に勤務しておりますので、施設の職員であるとかヘルパーさんであるとか、

そういった方々に段階的な研修が必要なのではないかと思いまして、書かせていただき

ました。 

前回、子供に対する教育にはどういったものが必要かというお話で、素晴らしい絵本

とか資料があれば、どの学年でも理解は出来るのではないかということがありましたが、

お世話をする側の私達は、すべてが同じレベルではいけないと思っております。 

日本認知症ケア学会というのがありまして、そこに認知症ケア専門士という資格が去

年初めてできました。今年第２回目がありましたが、私はその第１回目で一応試験を通

って資格をいただいたわけですが、実際、認知症のケアに対して本当に専門性を持って

いるのかと言われますと、全くないと言ってもいいです。本を読んで面接をして、それ

で受かり、今、認知症ケア学会では本当によく研修をしていただいています。その研修

に出て初めて病気に対する理解、アルツハイマーと脳血管性の認知症ではお薬の内容も

違うし、接し方も違って、こうすればいいんだというのを、具体的に研修で教えていた

だいてとてもためになったので、ちょっと書かせていただきました。 

経験年数によってというところでは、ヘルパー実習の会場になっていますので、いら

っしゃる方が多いです。もちろん講習で勉強をしてきているのですが、実際に認知症の

方に接するのはここが初めてということで、何を習ってきているのかと思うと、ただよ
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く話を聞きなさいと習ってきているだけです。実際目の前に認知症の方がいる時は、話

を聞くだけではどうしようもないこともたくさんあるので、私達は実習現場で認知症の

方にはこういったという、確固たるものがあればいいのかと思いました。  

介護福祉士の方の実習現場にもなっていますので、もう少し専門的な病気の立場の、

上の段で書かせていただいた病気や治療に対して、もう少し具体的に勉強してきていた

だいて、実際の現場で活かせていただけたらいいと思います。 

新入職員で、一応、介護福祉士の資格やヘルパーの資格を持っている方が入ってくる

場合もありますけれども、現場は人が足りないので、全く何も知らない方にもすぐに業

務に入ってもらっています。もうちょっと研修をしてあげられたらいいなと思っており

ます。 

１年目から３年目の職員というのは、ある程度現場にも慣れたので、もう少し利用者

さんの気持を汲み取るようなことに目を向けなさいという研修をしたり、５年目以上の

職員には、もっと職員全体を見回してということを本当はもうやらなくてはいけないこ

とだと思うのですが、実際に出来ていないのが実情です。 

それで、下の方に書かせていただいたのが、今ユニットケアに対するユニットリーダ

ー研修は必ず１事業所１名以上という配置があります。高齢者は全員が認知症の方とい

うことではないと思いますが、だんだん年をとってそれなりに認知症がという方が多い

と思うので、その実務者研修を受けた人が必ず配置というような決まりごとを作ってい

くといいのではないかと思いました。 

ここの下の方に、今研修で何があるのかと思ったところ、認知症介護サービス事業開

設者研修が県の主催でやっています。何年か前から介護実務者研修という基本と専門が

あって、専門をとったらグループホームのホーム長になれるとか、そういったものもあ

ったと思うのですが、ちょっと名前が変わったのかと思いまして、私が調べた認知症介

護サービス事業開設者研修というのを書かせていただきました。 

 

（助川会長） 

 補足的にお話ししますけど、仲野委員がおっしゃった認知症実務者研修というのは、

今実際やっておりまして、基礎研修の部分と専門研修という形ですね。それがすごくお

もしろいのですが、基礎研修をとったものが管理者になれる、グループホームでの施設

ケアプランの介護計画の作成担当者は専門研修をとった者でなければいけないという

ことで、専門研修の方が、実際に現場担当者が行う研修ということで、時間的には長く

研修をするという実態になっております。管理者は基礎研修を受ければいいということ

なので、座学にしてしまうとただ出ればいいという研修になっている実態もあります。

私も担当している者としていろいろ仕掛けを作りながら、問題だなと思いながらやって

いるところです。制度的に今グループホームを中心としてやっていますので、ここに書

いてありますように介護サービス、全サービスという形、全サービスの対象ということ

ではないところが今困っているところです。 

この資料や、皆様が日々感じていらっしゃることを中心に、検討に入らせていただき
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たいと思います。いろいろなお考えがあると思いますけれども、御感想からでもかまい

ませんのでありませんでしょうか。 

では、私から鈴木委員に質問ですが、この三角形の書き方をしてしまうと、段階的な

という意味でよく分かるのですが、逆に心配するのは、医療従事者の方が命令指揮系統

的な考え方になってしまうことで、チームでやるという考え方の中で上下関係的なもの

に見られてしまう恐れはないかなという点ですが、鈴木委員はどうですか。 

 

（鈴木委員） 

 そこまでこの三角で言っているつもりはないですが、要するに、知識レベル的に見て、

一般市民レベルから、福祉・介護従事者レベル、それから医療レベルというふうにだん

だんハイレベルになっていくのではないかということが一点。 

もう一つは人材の数からいってもこういう順番なのかなと。一般市民が一番多くて、

その次に福祉・介護従事者レベルがいて、人数的には一番少ないのが医療従事者ではな

いかということで、この三角を考えました。指揮命令系統云々というのは確かにそうい

うきらいもなきにしもあらずですが、そこはこの三角の意図するところではありません。 

 

（助川会長） 

 確かに知識レベルの面とか数的なものからすると、この三角の構図はそのとおりと思

います。一般サポーターがたくさんいて、私達の介護従事者がいて、医療従事者もいる

ということで、その辺は言葉的な補足をした方がいいですね。 

 

（平野委員） 

 前回配られた認知症高齢者支援施策の中で一番下の人材育成のところに、行政・関係

機関・福祉専門職と枝分かれしているのですが、やはり行政、自分もそうですが、灯台

下暗しで、本当に行政の福祉課の人間ですら認知症に対する理解が乏しいというところ

があります。そういう点から、行政職に関しては、福祉系統のみならず入社時期とか段

階的に研修を設けるというのは難しいと思うのですが、段階的に研修で組み入れるとい

いのかと感じていました。 

関係機関はたくさんあると思います。認知症の介護従事者に関する関係機関もたくさ

んありますし、ヘルパー事業所もたくさんある中で、介護支援専門員なども公的研修そ

のようなものに、組み入れることが出来たらと感じておりました。福祉専門職にしても

そうですけれども、そんなふうに考えておりました。 

 

（助川会長） 

 この前の５本の柱を立てた時の、項目の中に入っていた行政のところはまだ入ってい

ないようです。確かに行政は申請等いろいろ対応する窓口にいらっしゃる方が、認知症

のことの理解が必要になってきますので、行政の担当者への研修の必要性ということで

話を伺わせていただきます。どこかに行政の担当者という言葉を入れられるようになる
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といいかなと思いますね。他にご意見はございますか。 

 

（今川委員） 

 仲野委員の先程の御説明は、私も特養に勤めていますのでとてもわかります。この会

のテーマ“認知症になっても安心して暮らせる地域づくり”を考えた時に、福祉専門職

には、施設の中の専門職もいれば、在宅サービスを担当している専門職もあります。施

設に入所される前の認知症の気配のある方ですとか、認知症の人を介護されている御家

族が安心して暮らせるようにと考えたら、もっと一般の通所ですとか在宅サービスに関

する事業者に向けて強化するということがあるのかなと思います。 

例えばうちもいろいろなセクション、在宅部門があって特養部門もありますが、職員

の研修といった時に、あまり通所の職員さんがどこかの研修に出かけているというのを

聞いたことがありません。認知症の通所のセクションもあるのですが、その職員の方々

の経験値とかが他のセクションに伝わらなかったりするので、通所などの在宅サービス

部門、訪問介護などがもっと認知症に対する研修に力が入れやすくなるようにしたらい

いと思います。 

それと、ケアマネとか相談員の方々はもちろん専門家ですが、最近ちょっと気になっ

たのが連携ですね。地域づくりの視点で見た時に、認知症の方だからこそここまでの連

携が必要というところがあまりなくて、書類のやり取りだけで終わったりすると、それ

が思わぬ事故を招いたりすることがあるので、そういうことはとても大切と思います。

認知症についての人材の育成の一つのポイントの中に、連携力というのがあると思いま

す。 

あと、研修は継続です。仲野委員のお話にもありましたが、認知症ケア専門士の資格

を取ったのがスタートラインで、それからいろいろな研修を受けてということですので、

継続性が大切なのかと思いました。 

 

（助川会長） 

 いろいろと大事なキーワードが出てきたと思います。仲野委員の資料の中で、経験年

数によって研修を行ったらどうかというところで、ヘルパー、介護福祉士、一区切り職

場に勤めた職員というような経験年数による分け方、それから今川委員がおっしゃった

ような相談員とか介護職とか看護職とか職種に応じた分け方による研修の必要性です。 

それから経験年数の中でも、これは経験年数だけではないと思いますが、経験値とい

う言葉が出ました。経験値の普遍化というのが今どこの部分でも達せられていないとい

うことで、いかに一人が持っている豊かな経験を普遍化して、皆に共有化していくのか

というその研修の重要性です。研修をただやればいいということではなくて、目的をき

ちんと持って、そういう形を意識してやっていくということです。 

今川委員がおっしゃった継続性ということは、宮地委員に是非教えていただきたいと

思います。医師の方は生涯研修等を継続的に体系付けられているようですが、どんな組

み方になっているのか、少し参考になることがあれば教えてください。 



 - 7 -

 

（宮地委員） 

 特に専門的にと言われると精神科の部類になるのですが、認知症ケア学会などもござ

いますし、それに出るかどうかは興味のある人の自由です。それで何か資格的なものと

いうことは現存しておりません。 

我々は、いずれにしても必要な時には、今、認知症とかうつ病とかその時代の話題が

ありますが、認知症については、時々専門の先生を招いて各地区の医師会、あるいは県

の医師会でもそうですが、別に何を何回どうのこうのということでなくて、研修という

かセミナーを開催しております。 

ですから、現在は国の認知症サポート医ということで、我々がその範囲の中で出席し

て各地区で広めるという制度の中には、もちろんそんなに全員行けるわけではなくて、

各県で４、５人の枠しかないのですが、そんなことをやって勉強したり、いろいろな方

法でやっております。特にシリーズで云々とかそれは各地でありますが、必要があって

やっていることですので自由です。 

 

（助川会長） 

参加は自由ということですけど、宮地委員がおっしゃった大事なのは、各地域の中で

必要になったら、セミナー等の研修を企画してやるという部分です。それとシステム的

には、サポート医のような国からの研修をそれぞれで伝達研修的に行っていくというと

ころで、このような体系化が見えてくると、非常に分かりやすいのかと思います。これ

が今医師会の方で取り組んでいらっしゃるということを前も資料でありましたので、そ

のような研修をやる以上は、受けた人だけではなく体系化をして、普及研修的なものの

形を作っていくというのも大事と思います。 

 

（鈴木委員） 

 ２点ほど日頃思っていることについて申し上げたいのですが、先程今川委員の方から

施設なり通所のということで、特に通所で研修に行く人が少ないというお話がありまし

た。私どもで訪問介護事業をやっている中で思いますのが、認知症の方の対応はすごく

難しい。難しいというのは現実問題として、ヘルパーさんが行ったけれどもいないとか、

普通の人でしたら例えば毎週月曜なら月曜の何時に来ますということで、意識している

わけですが、それを忘れてしまって天気がよかったりするといなくなってしまうわけで

す。行く前に電話もしていますが、それでもいなくなってしまうということです。それ

から介護している最中でも、手間がかかるというきらいがあるわけです。 

現実的な話として、例えば認知症対応のデイサービスはそれなりの加算はあるわけで

すが、認知症の利用者の方の訪問介護の認定の加算というのはないわけです。そうした

中、そのヘルパーさんにしてみればすごく大変です。いなかった人は、キャンセルにな

って収入が減るという現実の問題としてあります。 

要するに、実は在宅での認知症の方が確か一番多いのではないかと聞いたのですが、
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そのわりにはそういう手当がされていない。ですからヘルパー研修についても、とおり

一遍の研修で終わりということで、そういう意味では非常にお寒い状況にあります。 

それともう１つ。私も３年前、千葉市の認知症対応の基礎研修で３日間コースを受け

ましたが、あれは何が参考になったのかあまり思い出せないです。その中で、精神科医

の先生の講義があって、その先生は大変専門にやっていますから、こういった場合はこ

ういう薬を使ってこうすれば症状は治まるということで、まさに現場レベルの臨床医と

しての御発言がありました。それは確かにそうなのかなと思ったのですけど、それ以外

は半分ゲームみたいなものがあって、なぜそういうことをやるのかという思いもありま

した。 

要するに、いろいろな研修はあるのですが、研修の中身、先程も教える人の人材育成

というのも申し上げました。もう１つは中身ですね。こうするためにはこういう教育が

必要でこうなのだという教育カウンセラーの中身をきっちり詰めるということが非常

に重要と思います。３日間だけやればいいとかそういう量の話ではなく、量も必要でし

ょうが質もきっちり追求していかないと、やったけどあまり残らないということではま

ずいのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

 先程最初に鈴木委員がおっしゃった、迎えに行ってもいないとか、介護の手間という

ことですが、確かに実際行った時に、いらっしゃらなかったらヘルパーの収入にはなら

ないし、かえって心配だから探し回る、その時間が２時間とかかかって事業所の方も他

の人を手配しながらやって、全然介護報酬には加味されていないという現実的なお話が

ありました。私も在宅を担当していた時にありましたので、非常によくわかります。 

ただ、それを言い訳するわけではありませんが、今、認知症のケアをベースとして考

えるという難しい言い方がされておりまして、話のわかるお年寄りだけが介護を受ける

わけではないというのが実際に出ています。今の介護報酬は、そういうところはもう実

際に果たしているという言い方をされてしまいます。ですから、認知症介護がそういう

問題点を抱えながらやっているということを、現状の話としては書かせていただいて、

非常に難しい問題ですので、テーマとして今回は取り上げを遠慮させていただくという

ことで御了解ください。 

それから非常に大事なポイントをもう１つ言っていただきました。研修の企画段階で、

研修内容がどのくらい具体的に検討されているのかというところは大事なポイントで、

これは是非施策の提言の中に入れていきたいと思います。教える場合、人材育成もそう

ですし、カリキュラムの検討は毎年どんどん状況が違います。 

毎年同じ授業をするなんてことではなくて、カリキュラムは毎年検討するべきですし、

量的にも質的にもより良いものになっていくようにやっていくというのは大事なこと

だと思います。貴重な御意見ですので、これはしっかりとらえていかないといけないこ

とです。 
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（小林委員） 

 あまり提案にならないかと思うのですが、毎年変わっている、カリキュラムも変わっ

ている、私は変わり過ぎることの弊害というものの方が気になります。いろいろな研修

が星の数ほどあります。その一つひとつ皆違い、テキストも違います。この認知症だけ

ではなくて、福祉の専門職の方々は餓えているようにいろんな研修に行かれます。国も

今度ヘルパー研修が大きく変わって、基礎研修の体系がいろいろ出ましたけれども、あ

れを皆さんご覧になってどう思われたでしょうか。私は、果たしてあれは本当に必要な

のだろうかと思います。 

例えば看護師の方々なら、誰でもナイチンゲールの看護覚え書をお読みになりますが、

この介護の方が誰でも読む本というのはありません。結局介護福祉士の方もナイチンゲ

ールの看護覚え書を読まれます。ああいう優れたテキストがまだ無いというのが一つ原

因だと思います。 

それから例えば千葉方式、２時間でも３時間程度でもいいですから、皆が共通で受け

ていくというのは不可能じゃないと思うのです。どんな研修を受けても、千葉方式がど

こかで活かされるようなそんなものはいかがでしょうか。簡単でいいですから、それだ

けでも皆さんも覚えられればいいのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

 変わり過ぎる危険性というのは先程のカリキュラムのところの説明は不十分だった

のかなと思うのですが、私もあちこちで講師をする時に、必ず受講生からのフィードバ

ックを非常に大切にしていて、そのフィードバックによって大きくカリキュラムを変え

るというよりは、理解しやすい部分、理解しにくい部分のバージョンを変えるくらいの

考え方です。きちんと講師の方もそれをとらえて、翌年により良くしていくという考え

方で、カリキュラム編成を大きく変えるというよりは、質の向上というような講師の方

を補助すべき、今大学でもそういう教える側の自分達の研鑽もすごく言われていますの

で、そのような意識で鈴木委員もお使いになったと思いますし、私もとらえてしまいま

した。 

もう一つ、小林委員がおっしゃった、いろいろなところがいろんなものをやり過ぎて

いる危険性というのは、ものすごくありますね。この方式で、こちらでも研修をしてい

る、あちらでも研修をしているとその整合性が非常に分かりにくくて、皆がそれぞれ行

く度に頭の中が混乱してしまうような現状は確かに聞いておりますし、そのようなとこ

ろを整理するというのが必要なことかと思います。 

ただ、今回、介護支援専門員の研修の話をさせていただきますと、介護支援専門員の

現任研修が大きく変わりました。更新研修という形で、基礎があって、専門１、専門２、

それと主任介護支援専門員ということで非常に大きく変わりました。それにも担当して

いますが、変わって研修内容も今まで講習をしているものもある代わりに、いろいろ付

け加えて書いた段階で、これまたすぐに検討に入っています。１回いろんな研修をやる

ことによって検討され、より良いものにしていくという考え方を常に持って動いている
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ので、常に吟味していく姿勢は大事かと思っております。 

それからもう一つ。小林委員がおっしゃった中で、これは提案というよりもこの研究

会で考えなくてはいけないことですが、核になる優れたいろいろな研修でコンセプトも

いろいろでという中ではなくて、千葉方式みたいなものを作り上げたらどうでしょうか

という提案は、それこそこの研究会が皆で取り組もうといえば来年につながるかもしれ

ませんし、非常におもしろい御提案かと思います。やはり核となる優れたというのは、

私も非常に大事と思っていまして、介護保険の中で、中村前老健局長が出された２０１

５年の高齢者介護の核は５つあります。高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて、介

護予防・リハビリもやって、健康的で快適な生活の継続的な維持のための住まい、介護

サービス体系、地域包括ケアシステムの確立など５つのキーワードです。 

この５つのキーワードをしっかりとそれぞれの分野でやっていくと、認知症になって

も安心して暮らせる地域づくりというところにぴったりと当てはまるようになります。

私達がこのような形で、千葉県方式の中に何らかの形の提言を持っていけると非常にお

もしろいのかなと。皆さんがやる気になってもらえれば、これは出来るのかと、小林委

員の御発言で話をさせていただきました。 

 

（滑川委員） 

 ３点言わせてください。核になる千葉県方式の研修という話ですが、昨日、認知症の

センター方式について助川会長の研修を受けました。認知症の介護研修を受けましたが、

会長の研修は、その時よりもまた更に目から鱗で、すごく勉強になりました。この研究

会でこういう会長のいい話を、なかなか会議の場では会長の話を聞くことが出来なかっ

たのですが、そういう場が１時間でも２時間でもあって、皆で共通のこの研究会自体が

勉強する場を持ったらいいなとつくづく思ったのが１つです。 

もう１点は、今日人材育成というところで、私はもっと前にメールで事務局の方にお

願いするのだったと思いましたが、県でどんな研修があるのか、研修がたくさんあって、

介護支援専門員の研修、それから実務者研修、様々な研修があると思うのですが、それ

が私に見えないというかわかりません。だからそれが資料としてあったら、もっとこう

いう研修が足りないかとか、これはかぶっているのではないかとか、そういう意味で体

系化できることを、事前に要請しなかったことを今自分では反省しています。 

もう１点は、人材育成の中に介護認定の調査員という研修がありますが、介護認定の

調査員というのは、委託する場合にはケアマネジャーさんですけど、市町村の場合は市

町村職員であれば事務職の方でも出来きます。そうすると認知症に全く関わったことの

ない方が、たった半日の研修を受けて介護認定の調査の現場に行って、その方の認知症

の度合いをチェックして、その方の介護度が決まるということに対して、とても危険が

あるのではないかという思いがあります。そういう意味で、実際現場に関わる研修、介

護認定を取ったということに関する調査員研修に関しても、もう少し認知症に対する理

解というところをやってもらえたらいいと思いました。 
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（助川会長） 

 昨日は私も勉強をさせていただきました。 

県全体の研修の体系というのは私も気がつかなくて、大変申し訳ございません。先程

小林委員がおっしゃったように、県の中でもいろんな関係する研修があったというのを

もっと明確にすべきだったと思っております。 

ただ、この研修会では、研修体系の見直しはとても関わることではないので、逆に、

研究会からこういうポイントだけは忘れないで研修内容に入れて欲しいとか、そういう

提言は出来ると思いますので、落としてはいけないポイントをもう少し出していただい

て、それぞれの研修の中に活かしていく、その中で、研修の中に必ず入れて欲しいとい

うのが、要介護認定調査員研修で、ケアマネジャーではなく市町村担当者の場合には、

あまり認知症の理解ができていない担当者もまだまだいるというのは話に出ておりま

すのでその研修の中に追加的には認知症をきちんと取り上げて、特に初期の段階の方々

は自分でできないこともできるとどんどんお答えになりますし、どのようにきちんとし

た現状を把握をしていくのかとか、具体的な項目まで含めて、研修の中に入れていく必

要が出てくると思いますので、大事なポイントと思います。 

 

（出口委員） 

鈴木委員の三角の中の一般市民レベルの方で、僕も学生に話をする時に本当にまだこ

んな感じなのかと思ってしまう時があります。イメージ的に何を考えているのか分から

ない「きもい」とか、あとは、実際におじいさん、おばあさんのいる家庭などには関わ

りたくないというような本音を正直な気持なのでしょうけど、今風で言うと「うざい」

みたいな言葉を出す学生がいます。そういった学生に、認知症に対する理解を伝え深め

るには、なんて言えばいいのかと常日頃考える時があります。一般市民レベルの方でも、

いろいろと研修の内容のあり方について問うことが難しいと授業を通じて感じること

があるので、その辺を皆さんからアイディアがあったら教えていただければと思うのが

まず１点です。 

同じようにこれは大学院生の人からで、お父さんがケアマネをしていて、常日頃介護

の話をしているということで、話してくれたことがあります。専門職の人や現場の人は、

研修等をいっぱいやっていて知識はどんどん増えているらしいのですが、まず初めに介

護に厳然と立ち向かわなければならない人は家族ですが、その家族には情報が全然入っ

てこないと話していました。介護をしている家族向けに対する研修とか、介護教室みた

いなものもありますが、そういうふうに、お父さんがケアマネで、全然そういった知識

や情報が伝わっていないことを聞くにつれて、ああそうなんだということをまざまざと

感じたことがあります。介護家族向けの研修の内容のあり方についてもいろいろと考え

なければいけないと思いまして、皆さんから何かアイディアがあればと思います。 

あとはいろいろな地方自治体でやっていらっしゃると思いますが、まさに徘徊という

時の統一ネットワークで、警察とか消防とかガソリンスタンドとか、各種交通機関、様々

なところにも認知症の人が一人で行った時、例えば電車に乗ってしまった時の駅員さん
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の対応とか、そういうところも考えると研修の幅が広くなってしまうのかなと思ってし

まいました。 

広がるという意味で、現場の方から、研修が多過ぎると言われたことがあります。特

に上の人にむりやり行かされ、確かに教えてもらったのはすごく聞きたかったものらし

いのですが、眠くてそれで半分寝てしまいましたということも聞きました。これは現場

の方にお聞きしたいのですが、そんなに研修が多過ぎるのですか。 

別の方から、私は情報をいっぱい知りたい、学びたいと言っても、現場に入ってしま

うとそういった講習や研修の情報が全然伝わっていない、日々介護するだけで終わって

しまうということも聞きました。 

また、研修に行かせてくれない、行く機会がない、学びたいのに上の方か分からない

けど、同僚の人達も行く人がいないなど、愚痴や嘆きも聞いたりするので、現場の方々

は、研修に行きたくても行けない人がそんなにいるのかどうか、その辺も教えていただ

きたいと思います。 

 

（助川会長） 

 非常に大事なポイントですが、研修が多いのは実態で、研修が多いために研修効果が

低くなるかどうかということは全然検証されていませんし、難しい問題と思います。研

修の情報が入ってこないという嘆きは私も現場でよく聞いています。上は知っているの

でしょうけど、下までは下ろしてくれないとか、後で気が付いて行きたい研修があった

のにという言い方です。残念なことに、どんどん情報は流されているのですが、実際の

ヘルパー職には行かないという嘆き、そちらの方は組織体での問題でのやり方だと思い

ます。それぞれの事業所の問題です。 

それから研修に行かせてくれない、情報が入って来ないというのと同じように、行か

せてくれないという嘆きとか、または行きたくても行けない、実際業務があまりに多過

ぎているから行きたくても行けないという話もありますので、人材育成の時に研修の必

要性だけを書いてしまったとしたら、そういう大事な現場からの声が入らなくなる可能

性もあります。文章の中では現場実態として、確かに今回はデータ的なものとしては上

げられませんが、こういう声が聞かれるという報告の文書は入れた方がいいかもしれな

いですね。実際に必要だけれども、こういう形で行けない人達が増えてきたら、研修企

画をいくらやっても現場には浸透していかないわけですから、そこは大切なことではな

いかと思いますね。 

いろいろ人材育成の中で必要性とかが出てきまして、少し整理しななければならない

こともありますので、ここで１時間経ちましたので、今から１０分間休憩でよろしくお

願いいたします。 

 

（助川会長） 

 後半の方をスタートします。では先程手が上がっていらっしゃいました、山尾委員の

御発言から始めます。 
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（山尾委員） 

 私の方はここにいらっしゃる皆さんのように専門職ではありませんので、ちょっと見

方が違うかもしれません。どちらかというと鈴木さんの一般市民レベルというところか

ら考えて、話をしてみたいと思います。 

まず、健康福祉千葉方式ですでに人材育成作業部会が１８回に及んで行われているわ

けです。提言書がすでに出されていると思いますが、それはいかがでしょうか、皆さん

には配布されていないのでしょうか。３６の研修が今ここで列挙されているのは認知症

だけですけど、いろいろな意味の研修事項を全部見直ししたわけです。時間についても

お出でになる皆さんのアンケート調査をしたり、講師の先生の講義の内容についてだと

か、時間数にしてこれで十分なのかどうか、３日間の講習で要領を得たのかどうかとい

うことも含めて、そういう研修会３６に渡って項目があり、それに対する提言をしてあ

るのですが、これはお持ちですか。 

 

（事務局） 

持っていません。 

 

（山尾委員） 

 そうですか。私はそんな連携がないことが、正直言いまして不思議です。２年間やっ

た作業が、連携が悪ければ何のための研究会なのかと思ったり、私自身もこれから反省

したいと思っています。 

その典型的なことが我が町のことで、私はあまり自分の町のことは言いたくないので

すけども、皆さんに教えていただきながら、認知症に優しくネットというような意味で

運営委員会が我が町に平成１７年にできていました。したがってここへ入ればいいわけ

です。ところが、２年間に４回の勉強会があり、ただ職域団体です。簡単に言いますと、

１６人の委員が選ばれ、どんな方かと言いますと、在宅介護支援センターの方が２人、

社協の事務局長、民生委員の会長、グループホームの代表、警察署の生活安定課長、商

工会会長、薬剤師会顧問、郵便局長、消防署長、タクシー会社社長、石油会社、家族代

表、市医師会会長、町の年金課長、健康福祉課課長補佐で１６人いらっしゃいます。 

それでこの４回の会議をやりまして、認知症のネットワークを我が町に立ち上げよう

と、そのために人材として１６人の方が選ばれたと思います。一番問題なのは、職域で

集まった代表の方が２年間で勉強されたことを、例えば郵便局長の方がいらっしゃって

いますから、この方が６０名なら６０名の職員の方に、勉強したことを教育して、郵便

局の窓口でお年寄りが５００万をどこかに送金したと、ひょっとしたら“オレオレ詐欺”

かもしれませんから、そういう意味合いの具体的な職員に対する指導が、職域でなされ

なければ、研修の意味の効果がないわけです。また、各地域で、警察の派出所のおまわ

りさんが認知症の方がおいでになった時、上から見下ろすようなものの言い方をしたら

当然びっくりされますから、目線を合わせるとか、そんな教育が行き届かないとあまり
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効果がない。 

介護の施設の方が一般の人を集めて講習会を開くわけにもいきませんから、これは自

治体がやらなければいけません。私が思ったのは、自治体が中心となって今県の方で名

前は変わってきていますが、タウンミーティングを是非やっていただきたい。 

一つのねらいは、私達の町は５つの支部で社協が構成されていますので、その支部を

社協の自発的な住民の活動として回りましょうと。地方自治体の方は、キーマンになる

人達を教育していただきましょうということで、今言った職域の人を呼び集めるという

ことは、自治体だからできることで、我々一般住民ではとてもできる話ではありません。

その良さを発揮していただいて、まずは職域の代表に認知症をよく理解していただきま

しょう。 

それからネットワークのキーマンになっていただきます。それをサポートする人は

我々社協の支部で、各地域全部回りましょう。改めて希望者を５０人なら５０人、ある

いは今介護認定を受けているのが１,４００名いますから、介護認定者の半分は認知症

の発症の恐れかもしくはそれに類する方と言われているわけです。これにサポーターを

どういう具合に構成して、明確な人数を確定して育て上げましょう。そのために地域に

まず啓蒙活動をして、改めて自治体で希望者を選んで、具体的に作り上げましょう。こ

ういう話を私の方で聞きに行きました。 

それでどういうレジュメを書いてくれるのかというところは、とりあえず初めにこの

案の意図と概要ということでお話をしますと、それから認知症になっても安心して暮ら

せる地域づくり、実際にやった山辺地区社協の実践活動、これは１３０名くらい集まり

ました。アンケート調査と集客方法というのは、事前にアンケートをとりますと、お年

寄りは出てきます。それでネットワークづくりをこうしてしたいということを含めて、

これはすぐにいきませんから、三番目に認知症のサポーター１００万人キャラバンメイ

トについて、私の知る限りの御説明をしました。 

千葉県の高齢者保健福祉計画が、認知症対策のタウンミーティングの開催を今募集し

ておりますので、これも是非やりたいと。自治体に高齢者福祉課にやっていただきたい

というお話をしに行きました。それから、行政と住民の共同の認知症の予防とネットワ

ークづくりを具体的に一緒にやりましょうと。 

健康寿命を保持するというのは、確か厚生労働省の方で健康フロンティア戦略という

ものを立てられています。これは安倍総理が幹事長の時に企画したらしいのですけども、

つまり健康寿命と平均寿命の落差をなくそうということです。大体７・８倍あります。

これが介護保険とか医療のお金を食うわけです。 

私どもは、まちづくりという中で、今平行して進めていますので、この医療費の２０

億だとか、あるいは介護保険のトータルの金額の３０億を１０年で半分に減らすために

は健康づくりの方法しか手がないわけです。つまり介護認定者を減らすことにあるわけ

です。それを具体的に認知症も含めて結び付けようということが狙いだったわけです。 

こういう意味で進めているのですが、なかなか自治体の皆さんというのは、住民に仕

切られるということを嫌います。正直に言いまして抵抗があるわけです。一番壁にぶつ
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かっているのが実情です。 

ただ、人材育成につきましては、鈴木さんの上げる一般市民レベルの一番底の部分の

ところは、言うなれば認知症予備軍なわけです。ですから予防を含めて取り上げていこ

う、私は専門家ではありませんけれど、少なくてもアマチュアであってもプロであって

も権利擁護とかそういうことは認識においては全く平等ですね。 

ですから、この方々をこれから団塊の世代を迎えるに当たっても、人材をどうやって

育成するかという仲間入りをしてもらうためにも、私はこの裾野の一番広い一般市民の

レベルの人達をどうやって教育したらプロのお手伝いが出来るか、そんなことにつなが

るような連携プレーができたらありがたいなと思っています。とりとめのない話で申し

訳ありませんが、そんなような感じがしております。 

 

（助川会長） 

 今山尾委員からいただきました御意見の中で、一般市民レベルと鈴木委員がおっしゃ

った中で、広い一般市民レベルにおける人材育成をどのように考えていくのか。山尾委

員のように非常に地域の中に密着して地域の中でがんばって、草の根的に活動なさって

いる方が壁にぶち当たるというのは、行政の壁であるというところがとても大きな御意

見かと思います。市民レベルでの人材育成、特に核になる人達がこうやって活動してい

く時にやりやすい方法まで含めて、この報告書の中に、理解をまず求めないといけませ

んし、そういうところも含めて言葉を入れていただければと思います。 

 

（石元委員） 

 先程出口さんから、学生達と接する時何かいいアイディアはないかという話がありま

した。ちょっと話は飛びますけれども、なぜ人を殺してはいけないのか、なかなか難し

いと言っていますけど、なぜいじめちゃいけないのか、それからなぜ認知症の人に手を

差し伸べなくてはいけないのか、これはおそらく生まれつきの善意だとか同情だとか、

そういうものに根拠を求めても解決できないと思います。 

戦前の強権的なやり方に変えればいいのかということでもないのですが、法律のこと

は専門の人に任せておけばいいと我々は思いがちですが、生まれつき基本的人権の自由

を共有しています。自分の一番大事なもの、所有権である命を侵されるものは罰せられ

るべきで、これは人間社会を規範しております。同じように社会的弱者とみなされる認

知症予備軍とか、認知症そのものの人について、国家としても地方共同体としても、小

さな自治体としても当然にして弱者に対する扱いをしなければならない。例えばそうい

う社会的弱者を虐待すれば、「あなたは法によって罰せられますよ。相手の基本的人権

の自由を侵害していますよ。」ということ背負って暮らす。しかも出口さんのところは

優秀だと思いますから、やらなければ罰せられ、それが社会ということをもっと体験づ

けることができると思います。 

いくら国家予算があっても国がいろいろやっても、必ず社会的弱者は生まれます。社

会的弱者は国家としては手を差し伸べる義務があります。義務を果たさないで権利ばか
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り言うわけにはいかないということは、若い学生さん達とか、今いじめも起こっていま

すけど、いじめることは犯罪ですよということですね。これは是非若い人達にもっと分

かりやすい言葉で、そうしないと社会がもたないということをはっきり認識させるよう

な、理論的に大変にハードなディスカッションですけど、やっていけばかなりの若い人

達は認識してくれると思っています。 

指導要綱なんてどこでできるのか、おそらく何もないと思います。かなり教授、助教

授の指導の自由が保障されている大学においてこそ、そういうことができると思います。

だから私も含めて、そういうことをもっと我々の世代が言っていかなければいけないと

思っています。 

 

（助川会長） 

 出口委員いかがですか。 

 

（出口委員） 

 非常に参考になりました。僕も社会学とか哲学領域の方で、こういった社会で介護に

関して問題というかトピックにされているので、取り上げて論じているのが増えており

ます。 

人を介護するとはどういうことなのかといった考察をしている人がいまして、僕も授

業で介護とは何だろうかとか、人権とは何なのかとか、その辺から根本的に、例えば僕

の知り合いの著名な社会学者の方で上野千鶴子さんという人がいますが、そもそも家族

が介護をすることに根拠はあるのかから始まって考えていたりしています。そういった

意味でもそもそも何なのかということから入っていきたいなと丁度思っていましたの

で、参考になりました。 

鈴木委員と休憩の時間に話していましたが、実際関わったことがない人は、うざいと

かきもいとか思っているということをおっしゃっていました。これは山梨の方の大学で

試みたことですけど、実際に学生を連れてグループホームに行って、僕の友達の心理学

者の人で、回想ボードという回想を使って認知症の人からいわゆる人生どういうことを

してきたのかというお話を聞いて、共同作業で写真とか絵とかを使って、認知症の人と

回想ボードを作ってみたりします。その人が好きだったこととかおもしろかったこと、

子供の頃どんなことをやってきたのかとか今後どうしたいとかそういうところも含め

て聞き取りしてこれはこの辺に持ってきた方がいいですかとか、写真を認知症の人から

聞いて、一緒に作っていくということをやっている人がいます。それを僕が取り入れて、

実際グループホームに連れて行ってやったことがあります。 

学生は今まで関わったことがなかった認知症の人だから、最初は不安だったりしてい

たのが、だんだん緊張がとれてきて、いつのまにか３、４回くらいしか続けられなかっ

たんですが、和やかに話ができるようになりました。スタッフから聞けないような初恋

の人の名前が出てきたり、それを学生が聞き出すといったことが出来ていたりして、ス

タッフさんが逆にびっくりされて「初恋の人って何子ちゃんなのね。」みたいな感じで



 - 17 -

初めて聞いたようでした。そういった実際現場のところに行って、生で接したり触れ合

ったりというのは大学生の人達もあまりしていないというのも、僕自身も反省を込めて

思いましたので、千葉に来てからもそういうのを１回やってみようと感じております。 

 

（今川委員） 

 私も石元委員のお話がとてもよいと思いました。先程、連携力というお話をしました

けど、結局現場の職員ですとか専門職であるとか、県の職員さんであれ、それはもう行

政の方々であれ、自分が社会の一員だということをきちんと理解して、社会の中の仕事

をやっているという理解がないとなかなか難しいというか、この人材育成の中のポイン

トとして社会観がありますね。 

社会観を養うことが大切なのかなと思いました。社会のことは市役所の役人さん、職

員さんがやればいいとかそういうことではなくて、やはり専門職は専門職なりに市民は

市民なりに、社会を考えていくということはとても大切なキーワードだと、石元委員の

お話を聞いて、目から鱗のように思っています。 

 

（滑川委員） 

 先程研修を受けたくても下の職員まで研修の内容が伝わらないという話がありまし

た。勉強をしたい人は上から下りてきた情報から得るものだけではなくて、例えば私自

身が認知症の勉強をしたいと思う時に、インターネットの中のメーリングリストがあっ

て、こういう研修があるという情報があるから、私達は研修に出ることができます。 

そういう認知症の掲示板みたいなサイトがあって、各地域でこういう研修があるとい

うことを地域も発信するし、またその情報に対しては、そこにアクセスすれば研修があ

るということを知る、今いろんな場所でインターネットを手軽に見る、インターネット

が使えない人達もいますけど、少なくても自分が何か情報を得たいという時に、得られ

る場所があるということも大事かと思います。 

 

（助川会長） 

 情報にいかにアクセスするかというやり方が、大事なことになりますね。どんどん御

意見が出てきまして、とてもまとめるのが追い付きませんので、議事録の中に書き入れ

ていただければと思います。 

先程の石元委員の中であった言葉で、善意ではなく法律にということもありましたが、

やはり人間の尊厳を守るという最初のキーワードは法律の中だけでなく、皆さんがおっ

しゃっているように地域の中で、今社会という言葉に置き換わっていますが、もっと身

近な言葉で“地域で暮らす”という言葉が元々の言葉でしたので、地域という言葉にさ

せていただきます。その中で共に暮らしていくということの重要性を再認識してもらう

ためには、どうしたらいいのかということを、人材育成の中でももう１回明確に出すべ

きということが改めて分かりました。 

私も一つ。今いろんな方のお話を聞いて、人材育成イコール研修でいいのかというテ
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ーマも投げかけなければいけないなと思います。研修の話になってしまったのですが、

人材育成イコール研修ではない。いろんな場面でいろんな人材育成を考えていかなけれ

ばいけないということもありますので、イコール研修ではない、それがこの議論の広が

りが出ていることが意味しているということで、まとめさせていただきます。 

それ以外に今回の人材育成のことで付け加える点とか、安田委員いかがですか。 

 

（安田委員） 

 後で時間があれば紹介したいのですが、私の方は問題点に対してどのような対処法が

あるのかということを、具体的に教えてあげられるような人材を育成したいと思ってい

ます。一番手っ取り早いのが、私は言語療法士ＳＴですけど、ＳＴやＯＴの人達にもっ

と関心を持ってもらって、そういう人を私としては教育したいです。 

もう１つは、主治医とかサポート医とかありますけれども、そういう方にも聞いてい

ただいて、出来れば物忘れ外来なんかもリハビリと一緒に将来的にはやっていきたいと

思います。例えばこういう機器があると言って患者さんに見せても、家に帰るとなかな

かうまく使えないということがあります。そういう時に近くでサポート員ですか、そう

いう人達が気軽にそこをいじって、もうちょっと使いやすいようにやっていくというの

も必要です。 

地域包括センターはいろいろな事業があると思いますけど、そういうことにも早期の

うちからこういうのがあると、事業の中に入れていただきたいと思います。力不足でも

自分もがんばらなくてはいけないと思いますが、リハビリ的な対処法というか、その点

が今まで全く抜けていたので、もうちょっとやりたいと思っています。 

 

（山尾委員） 

 具体的な話をしますけど、住民意識を市民意識に高める教育を絶対していただきたい

ということですね。助川さんの講義を聞いていまして、いろいろな専門職で活動される

方に、福祉をしっかり勉強してくださいと口を酸っぱくおっしゃっていましたけれども、

全く私もその通りだと思っています。つまり住民意識を市民意識まで高めるという方法

を皆さんで考えていただきたいと思います。 

私どもの地区は新旧住民が一緒になっています。民主的にやりますから、多数決で決

めます。しかし、この多数決という原理が機能するのは、成熟された判断が出来る人が

集まっているからです。そういう上で市民感覚のレベルまで持っていきませんとやらな

い方へ決まってしまいます。だからこれらを説得するのは正直言って大変なことです。

私はその辺から始めないとなかなか難しいと実感として、みんな否定されていますから。

そういう意味ではいいことをやりたいのですが、いい知恵を皆さんに貸していただきた

いと思います。 

教育基本法では前文に、教育をもってしないと福祉は出来ないんだというようなこと

が書かれているようですけども、何か抵抗のない、住民意識を市民意識まで高める方法、

そういうことが高まってくると、地域で支える福祉活動というのが定着するだろうと思
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っています。そういう意味で皆さんにいい知恵があったら、是非教えていただきたいと

思います。 

 

（永島委員） 

 私達家族の会の資料を出しましたが、最近、認知症の本人が自分達の思いを語るとい

うことも新しい動きとして出てきました。今皆さんがずっとお話しされていたように、

市民の中での認知症の理解が基本的にあれば、認知症が本当に自分の家族に出て来た時

に、本人及び家族もそこに対する嫌悪感というかアレルギーというか、それがなくなる

のではないか。先程出口委員がおっしゃっいましたが、もし学生達が自分のおじいちゃ

んやおばあちゃんなり、又は父や母が若年で発病する場合も、今結構多いのですが、そ

うなった時に、発症する前にこういう地域での教育とか人材育成の機会があればもう少

し様子は違うと思います。 

 

一番私達が問題だと思うのは、本人自身が自分がそういう病気であるという症状が出て

いるにも関わらず、私はそうではないと、要するに受け入れられないわけです。まして

や家族も受け入れられないという、その初めの段階がとても大事なところで、私達家族

の会は一般の市民の人達より、もっと切実にそこのところに直面しているわけです。「理

解と啓蒙」。この３０年近くずっとそのことを言ってきましたけど、結局そこに尽きて

くると思います。病気だということが分かっていないということから、拒否したり否定

したりというのがあります。、認知症の理解があれば早期に受け止めて対応が出来る。

一般市民の人材育成という前提とはちょっと別枠になるかと思いますが、この前図があ

りましたね。あの時に家族と本人というところの位置付けについて話題になりましたが、

その辺が大切なことだなと思います。 

 

私達は家族のつどいという活動をずっと自分達の会でやってきましたが、今年は県の助

成をいただいて、今まで会員がいなかった県東部、南部などで「つどい」をやっていま

す。そのつどいに連動して、100 万人キャラバン、認知症サポーターの養成も一緒にや

っています。そこで嘆いたり悲しんだりだけでなくて、介護の方法を話しあい、本当に

認知症の理解をしていくことが一番大切なことではないかなということで、キャラバン

とも連動していっているというわけです。そんな現状を申し上げておきたいと思います。 

それからお詫びですが、前回、認知症を診る医師名簿がないということを申し上げまし

たが、こういう立派なものが２００４年に千葉県医師会で出ておりました。（「痴呆 相

談･診療の手引き」千葉県医師会 ２００４年発行）千葉県医師会で認知症の人を診ら

れるようなお医者さんのリストがここに出ております。又宮地先生が所属していらっし

ゃる柏市医師会が、今年認知症に関係するシンポジウムやフォーラムをやっていらして、

その資料には柏市の医師会のリストを出しています。先程先生にお願いしたのですけど、

２００７年から新しく専門医や、かかり付け医として受診できる医師のリストも出て来

ているのかもしれないし、あとがきに３年後に改訂版更新ということも書いてあります。
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是非よろしくお願いしたいと思います。なお、前回の発言の仕方が非常に不適切でした

ので宮地先生にお詫びいたします。 

 

（助川会長） 

 山尾委員から御提案いただいたその後の議論の中で、一般市民レベルの一般の地域社

会の中での、人材育成というのは非常に重要であるということが、まずそこが一番適切

な部分だということの発言かと思います。やはり最初の正しい理解をしていただくとい

うところを、人材育成の中で重要視いたしまして、この一般市民レベルといいますか、

地域社会で暮らしていらっしゃる方達にたくさん人材が育っていただけるように、山尾

委員の活動はそういうことでどんどんなさっていると思いますので、報告書の中に書き

入れていくということで御了解いただけたらと思います。 

人材育成に関しまして、たくさんのキーワード等また報告書の中に取り入れていく言

葉が出てきたと思いますが、落としているような言葉、ポイントとかございますか。 

 

（小林委員） 

 研修の内容・カリキュラム・講師という話が出ましたが、会場という話もあるのでは

ないかと思います。人材育成は研修だけだろうかと会長がおっしゃいましたが、よく考

えてみれば研修以外に、交流であるとかもあると思います。非常に難しいかもしれませ

んが、例えば特養ホームを会場にするとか、デイサービスセンターを会場にするとかす

れば、交流も兼ねて千葉市のこういった研修会場だけに来ていただくというのではなく

て、交流というのも考えられるのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

 非常に新しい視点で発言していただきました。ここにいらっしゃる施設の職員はすぐ

に気が付かれたと思いますが、施設は地域に向けていろいろ発信をしなければいけない

という大きな役割を持っているのですが、まだそれがなかなか実現されていないという

現状もあります。もう一つ私達と別に施設のあり方委員会という研究会の中で、地域の

拠点としての施設のあり方というのが議論されていると思いますので、そちらと連動し

てくる言葉かなという大事なポイントだと思います。 

では今の小林委員の交流の必要性とか、交流によってまた人材がどんどん裾野を広げ

ていくという言葉を是非報告書の中に盛り込んでいただければと思います。 

 

（鈴木委員） 

 直接人材育成とは関係ないのですが、先程山尾委員の方から行政の壁という表現があ

りました。私もこの研究会に公募で入ったものですから、研究会自体の位置づけが良く

わかりません。それからあまりいい意見が出なかったですけど、千葉版の認知症の教育

というか研修体系みたいなものを作るという話も出ました。私は作ってみるのも面白い

と思いますが、一つまとめということでやってみる価値はあると思います。 
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お聞きしたいのは、ここでの研究会なりの報告というのはどういう位置付けになって、

行政なりに対してどういう拘束力があるのかというその辺の位置付けがどうなのかと

いうのをお聞かせ願いたいです。 

 

（事務局） 

 この研究会の位置付けということですが、高齢者保健福祉計画を官民協働で実施して

いくため、更なる検討が必要な認知症対策について、いろいろ議論していただいくため

設置し、県の施策についての提案とその具体化について報告書としてまとめるものです。

これが県の施策に反映していくということは言えますけれども、拘束するというもので

はありません。皆さんで議論いただいた内容について報告書にして、それを基に行政が

進めていくといったような位置付けです。 

 

（小林委員） 

 この間、タウンミーティングを広域で開こうと思いまして、県の高齢者福祉課の方と

柏・松戸・流山・我孫子と回りました。そしたら松戸市役所の方が、ここの議事録を毎

月楽しみにして、読んでいらっしゃいました。 

 

（鈴木委員） 

 確かに興味のある方が見る、それはそれで結構なことだと思いますが、こういうもの

を書いて本当に行政に反映されるのか、あるいは実行を伴うのかというのが非常に重要

なことだと思います。教材なりそういうのを作るのが目的ではございませんので、実際

それは自治体で実行されるということが重要なことです。 

別に行政が全部やれということではありません。旗振り役をやってこの後どうなるの

か、推進をウォッチするワーキングが出来るのか分かりませんけど、ある程度そういう

フォローアップをする体制というのは必要かと思います。何も１００％やって欲しいと

いうことではないですけども、せっかく皆さんこれだけ集まってやった内容については、

５０点でも６０点でも実行していかないともったいないことだと思います。 

 

（助川会長） 

 実際この研究会の役割といいますか、そこをもう１回明確にしようという御発言だっ

たと思います。この議論をするには時間が足りませんので、少なくともここまで私達が

議論をして、報告書の中に盛り込まれること自体が、今までの施策・提言に対するやり

方とは違いますから、そこはまず評価出来ることと思いますし、今後そういうところで

行政がフォローアップするというよりも、私達がここで関わりましたから、私達がずっ

と見ていくというその姿勢が研究会の委員として、一緒にやってきた仲間として非常に

大事なポイントかと思います。 

今回の人材育成のところでたくさん大事なポイントがありました。まだ足りないとこ

ろとか付け足すところがありましたら、メーリングリスト等でやっていただいて、いろ
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んな切り口で福祉専門職の考え方、施設・在宅の考え方、それから今度は鈴木委員の図

を基にして皆が議論できたのは一般という地域社会という考え方の部分ですね。 

それから、切り口が変わって、教える人材、研修内容、カリキュラムそして今出てき

たように新しい観点での交流とかまた人材育成の新しい方向性も含めて、今日の中で非

常に多彩なものが出てきましたので、まとめさせていただきたいと思います。 

では皆さん５分ほどの時間で、大変申し訳ないですが、安田委員が作ってくださった

ものを最後に説明いただいて、今日の議題を終わりとします。 

 

（安田委員） 

 認知症の軽度の人に勧めている日記の形式です。一番大事なことは下の方で、覚えて

もらうべきことはここに毎日書いてもらうということですね。こういうことをやってい

くと、皆さんはスケジュールをある程度書けるようになります。予定が来るまで毎日書

くことを私はいつもやってもらっています。左側は実際書いている人の例です。 

問題は症状がある程度進んでくると、実際に日記を夜つけようと思っても、それまで

に当然忘れています。どうやってその時まで出来事をつけさせるかということです。具

体的に夜までに忘れる方が多いので、それをどうするかと今までいろいろと考えて、時

計バンド式メモ帳を考えました。これは広げると、中にいろんなファイルが出てきます。

次にこれを広げると紙が出てきて、これを取り出すと鉛筆が出てきます。要するに、忘

れないうちに書くと。つまりそれには、バックの中に入れるとまず忘れますから、身に

付けさせなければいけない。これは、ループタイ式メモ帳です。開くとメモ用紙が出て

きます。大事なことは書いた付箋を見えるように出しておくと、何か書いたというのが

分かります。しまうともう忘れてしまいます。 

買い物に行く時には、コサージュ風メモ帳を薦めています。ハンドバックを持ってい

ますから、それにこれをつけて買い物をしています。こういうのを介護支援センターな

どで、包括介護事業の一環として、皆で作ればいいと思います。 

あとはタイマーです。例えば、ガスをつけたまま庭に出て草取りなんかしていて、ガ

スを忘れてしまうことがあります。だからタイマーをぶら下げて持っていきなさいと。

ただ問題は鳴った時に用件を忘れてしまうことがありますから、裏にメモと鉛筆をつけ

ていく。最初のうちから、こういうくせをつけてあげるとよいですね。 

これは腰装着型手帳台で昔考えたものです。メカニック的に複雑で使いにくいのです

が、よく同じことを何度も聞く人に対し、最初からここに書いておき、それを見なさい

と言っています。  

今日は新しいのを考えてきました。本邦初公開です。胸元手帳です。ここへ洗濯鋏を

いれて、服をはさんでいつも広げておきます。書きたい心配なことがあったらここに書

きます。外に行く時はちょっとはずかしいのですが、家の中はいいでしょう。 

これは名札式メモ帳です。私は仕事でこれをつけています。裏を返せばメモがあり、

結構、活用しています。こういう一番シンプルな方法に、わりと気が付かないですよね。 

これは、究極のメモリーエイドで、帽子式です。ワイヤーに取り付けたメモ用紙を引
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っ張り目の前にぶら下げます。１０秒経つと忘れる人がいたので作りました。 

これは、ソニーＩＣレコーダーで、例えば９時になりましたから、薬を飲んでくださ

いと録音して、９時に設定すると「９時になりましたから、薬を飲んでください。」と

出てきます。これが月・火・水など曜日でも設定出来ますね。これを使って私は薬の時

間とか散歩に行きましょう、中には車の免許で運転止めるよう勧めました。また、家族

の声では聞かないので、他人の声、特に医者の声で録音します。支援機器として徘徊探

知機もいいですけど、こういうのを是非支給してあげて欲しいですね。 

それからよくある話ですけど、何かやろうとしてすぐに忘れちゃうことがあります。

そこで、一番簡単なオリンパスのＩＣレコーダーですけど、例えばこれに「今から洗濯

物を取りに行く。」と言って、止めます。忘れたら再生します。１日何１０回も同じこ

とを聞いてくるという人には、ソニーＩＣレコーダーで、例えば「貯金通帳は息子さん

が預かっています。」と録音し、そのあと３０分間無音のまま録音します。そのあと３

０分毎にリピート再生します。そうすると３０分に一度ちゃんと言ってくれます。同じ

ような手順は、結構携帯でも出来ます。 

これはうちの病院で使っている「お知らせボイスメモ」というものです。例えば、「ト

イレはここです。」と録音して、トイレの近くに置いておきます。するとその近くに来

たとき、「トイレだよ。」と教えてくれます。これらは一部ですけど、こういうのがたく

さんあります。今後も出てきます。認知症サポーターに教えたり、介護予防事業の中に

入れて、自分達で作ったり、使う練習をしたりするといいですね。 

 

（助川会長） 

最後にとても楽しいまとめが出来ました。 

皆さんにお願いがありますので、２つだけお話しさせていただきます。１２月１６日、

今週の土曜日、認知症講演会で国立長寿医療センターの遠藤英俊先生に御講演いただき

ます。また、松戸の苛原先生がお出でになるということですので、参加してください。 

２つ目、ＮＨＫで認知症のスペシャルが今月から来年に向けて放送されます。皆さん

是非広報していただいて認知症について御理解いただけるように、ＮＨＫはそういう意

味では今回取り組むということですので、皆さんが地域の中で、広報をしていただけれ

ばと思います。  

１６日の日にお会い出来ることを楽しみにしております。これで終わりにいたします。

ありがとうございました。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。私からも是非１２月１６日の講演会はよろしくお願いしま

す。 

次回の開催は、まだ決まっておりませんので、決まり次第お知らせいたしますのでよ

ろしくお願いいたします。今日は大変ありがとうございました。 

  


