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平成 28年度 第１回認知症ケアサポート検討部会 会議録 

 

１ 日 時 平成 28年７月 26日（火）午後７時から９時 10分まで 

２ 会 場 中央公民館 音楽視聴覚室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員 (10人) 

坪井委員、早川委員代理（山谷氏）、鶴巻委員、石附委員、蒲沢委員、渡辺委員、

小杉委員、弥久保委員、勝又委員、小出委員 

(2) 欠席 

 早川委員、近藤推進員 

(3) 認知症地域支援推進員（５人） 

川瀬推進員、鈴木推進員、川井推進員、西丸推進員、小柳推進員 

(4) スーパーバイザー 

川瀬神経内科クリニック 院長 川瀬医師 

(5) オブザーバー 

 三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 赤塚主任 

(6) 在宅医療推進センター 

 武田コーディネーター、加藤コーディネーター 

(7) 事務局 

高齢介護課 佐藤課長 

地域包括ケア推進室 野水室長、渡邉主任、松平主任、本間主任 

４ 議 題 

(1) 部会長の選任について 

 部会長はスーパーバイザーの川瀬医師に決定 

川瀬部会長  今までは、専門医としての立場でなるべく新しい知識や新しい考え方

を伝えることが私の役割と思っていたが、部会長を拝命したので、幅広

く皆さんの意見を伺い、それを集約して地域包括ケア会議に報告し、全

体としてより良い方向に向かうよう努力したい。 

(2) 地域包括ケアシステムの構築と認知症ケアサポート検討部会の位置付けについて 

資料２に基づき説明 

(質疑） 

石附委員  在宅医療推進センターについて、病気の症状に合わせて該当する医師

の紹介や、往診できる先生について直接医師に伺うよりもセンターに話

を通した方がスムーズに行くということでよいのか。 

武田コーディネーター  今のところ全ての情報を持っているわけではないが、そういうことは

紹介したいと思っている。一般的な市民の相談に関しては包括で受けて

いただき、事業所についても一旦包括で受けていただき、包括を介して

の相談となる。包括も地域の介護事業所が抱えている課題を把握すると

いう意味もある。 

(3) 平成 28年度認知症施策推進事業実施計画(案)について 

資料３に基づき説明 

(質疑） 
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   弥久保委員 通いの場はどのような場所を想定しているか。 

また、計画の実施時期について９月から 10 月とあるが、これから肉

付けという意味か年度末までにかけてやって行くのか。 

   事務局   通いの場は、市内のさんちゃん健康体操サークルやいきいきサロンを

考えており、今後認知症サポーター養成講座の開催の呼び掛けを行って

いく予定である。 

         計画の実施について、日程が決まっていないものは、今後調整し実施

する予定である。時期や内容が決まっているものは、年度末までに実施

の評価をしていくことになる。 

   早川委員代理  徘徊模擬訓練の検証については、方向性の中に家族目線に立った周知

方法を検討するとあるので、それを含めた形で検証が必要なのではない

かと感じている。徘徊模擬訓練のことを知らない地区、人が圧倒的に多

いと思われることから、良い取組なので、もっとアピールしてもいいの

ではないかと思う。 

   事務局   徘徊模擬訓練の検証については、時期は予定していないが、今年度も

何かしらの形で行えたらと思う。 

   川瀬部会長  個別ケア会議と地域ケア会議の違いは何か。 

   事務局   地域ケア会議は、地域の関係者を招き、地域のネットワークづくりや

地域の課題について検討する会議であり、「認知症」や「在宅医療」等

をテーマに開いている会議である。個別ケア会議は、個別ケースを通し、

支援者が集まり検討していくことで、今後同様なケースに対応できるよ

う課題を考える会議である。いずれも地域包括支援センターが主体とな

っている。 

   鶴巻委員  三条市の認知症の現状や予備軍などの人がどのくらいいるのか。 

事務局   第６期介護保険事業計画における推計によると、平成 26 年度では、

認知症高齢者は 2,767人で 65歳以上の 9.6％に当たる。平成 37 年度で

は 3,708人と推計している。65歳以上の人に対する割合は１割を超え、

75歳以上では２割を超えると推計している。 

川瀬部会長  人口 10 万人の 30％が高齢者で、その一割の方が認知症。この数は、

軽度認知症を含まないので、予備軍はその同数くらいいると考えてよい。

85歳以上は、9割弱の方が認知症。その高齢者の割合が年々増えている

という状況である。 

事務局   鶴巻委員の御意見を踏まえデータ的なものもお示しし、今後部会で皆

様のお手元においていただいた中で、検討していく必要があると改めて

感じている。直近のデータについて捉えられるものがあれば、今後の部

会でお示しし、実際の状況を踏まえてどういう事業が効果的なのか検討

する必要がある。そのためには、取組方法等を含めて、検討いただく際

のベースとなるデータ的な分析が不足している。そこは反省点とさせて

いただき、次回以降、適宜提供させていただきたいと思う。 

(4) 認知症高齢者等靴ステッカー見守り事業について 

資料４に基づき説明 

(質疑） 
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川瀬部会長  事業の狙いとして、なるべく早く見つけたい、若しくは初動で誰も行

かない場所に、はまり込まないうちに関わりたいが、警察に相談するの

は遅くなると想定されるので、そういう場合は市に電話をかけたらいい

のか。 

事務局   今の実態としては、例えば道にうずくまっているなど、気になる方を

住民が見つけた場合、市ではなく警察にまず相談している場合が多い。

警察がすぐに対応できるよう事前に個人情報を渡す形にしたい。 

川瀬部会長  今後、警察の生活安全課への相談が更に増える可能性があることを警

察は認識しているのか。例えば、1～2時間姿が見えなくなったものと、

夜中まで待ってみたけれど戻らず、家族みんなが捜しても見付からない

レベルとではだいぶ違うと思う。散歩に出ていて途中で帰れなくなるケ

ースについても、気楽に警察に相談してもよいという考え方で、警察も

動いているということか。フィルターがかからない形で相談しても特に

怒られたりすることはないということか。 

事務局   ステッカー運用開始に当たって、家族がいなくなったと覚知する前に

先に周りが気付いて、警察に連絡するケースも多々あると思うと警察に

話したところ、実際、そういう方も含め、週 1件くらいは既に警察に相

談が来ているので、そこは承知しているとの話をいただいている。そう

いったところで迅速に確認が取れて、いち早い保護と御家族の下へお返

しできる形が取れればということで、警察にはその辺を含めて改めてお

願いしてきたところである。 

坪井委員  一般の市民の方には広報で周知するということであるが、広報を見な

い人が多くいると思う。 

事務局   広報紙とホームページの他、認知症サポーター養成講座での周知や市

民の方が集まる場で周知していきたいと考えている。 

坪井委員  未遂も含めて早く見付けたいのであれば、ステッカーを貼っている方

がふらふらしているという情報を、早めに警察に届けられるといいと思

う。その一方で、ただ散歩しているだけなのに、警察に相談に行ったり

しないような周知も必要ではないか。 

事務局   市民への周知方法等については、改めて検討していきたい。 

鶴巻委員  申込み制にしているが、窓口へは行かないと思う。「みっともない」

ということでステッカーを貼らない人もいると思われる。ステッカーが

夜でも目立つ蛍光性のシールなのであれば、小学生やマラソンする方な

ど誰もが貼っても違和感がないようなので、付番のないステッカーを全

世帯に配布し、子どもに貼ったり、「出かけることが多いから、じいち

ゃんが貼ったら良い」とか貼る対象を家族で決めてもらうやり方の方が、

認知症の方も拒否感なく貼れるのではないか。「希望される方や認知症

の方に付番したステッカーを配ります」といっても申し込まないような

気がする。 

川瀬部会長  認知症の方本人が、合意の上でステッカーを利用することはあまりな

いと思うが、実際、徘徊をいつも繰り返している人やどうしていいか分

からず悩んでいる家族がいることはいる。本人の同意をとらなくとも、
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靴の場合は本人が気付かないので、いつ徘徊になるか分からないという

人にとっては、助かるという意味合いで利用できる。京都では、「認知

症予防をしましょう」というかわいらしいバッチがあり、認知症に関心

がある方や本人が付けている。バッチには情報が入っており、それをも

とに徘徊している人が見付かったというケースもあるので、今後は、軽

い段階の人に広める方策もあってもいいかもしれない。 

事務局   委員がおっしゃられるように認知症の方だけでなく、子どもや障がい

をお持ちの方もいるわけで、ひとまず、この事業は 8月から実施してい

きたい。また、先月から障がい支援の関係で福祉課において「ヘルプカ

ード」の事業を始めたところでもあるので、今後の事業の在り方につい

ても検証していきたい。子どもの安全も大事であるので一緒に考えて行

きたいと思う。 

(5) 認知症初期集中支援チームについて 

資料５に基づき説明 

(質疑） 

川瀬部会長  診断はされたが介護保険のサービスを利用するレベルでない「軽度認

知障害」の人が非常に多く受診している。要介護になるまでにギャップ

があり、その間、分かっていて自分が一番何かしたいと思っているのに

できるものがない。この時期を空白の期間といっている。ここの段階で、

少なくとも早期の認知症の場合は、もの忘れと段取りが悪くなるなどの

症状があり、お金の管理ができなくなる。権利の擁護が一番問題になる

時期である。ここで少なくとも多職種が生活面でどういう問題があるの

か、例えば、詐欺にかかりそうだとか、コミュニケーションが上手くい

かないとか、その課題をリハビリ関係や介護、看護の専門的な視点を持

った人たちが、何らかのアセスメントツールを使い、その人が必要とす

るニーズを早い段階で見付け、それに応えられるような形を作ることが

というのが一番の初期集中チームの中核だったと思う。現実的には、そ

れが診断されないし、介護の早期のプランが立てられない中で、地域と

のトラブルが起きて急性増悪期に入るという人たちをまずは、支援する

形になるのかなと思う。ただ、そういう場合は、もともと協力関係がな

く、拒否的であり、精神的な問題を抱えている人たちだけに、集中的に

支援するにもアセスメントができない可能性がある。関係性を作るため

にも何回か訪問しなければならないことから、ある意味では、専門性を

持った人たちの時間とエネルギーを、どこまでそういうことに使ってい

いのか問題がある。むしろ、大きなトラブルを起こしたり、拒否しない

人たちが求めていることを得られていないということにも、早い段階で

目配りをしながら、進めていかなければならないものと思う。 

      実際は、医療機関を受診しない方に対して、医師ではなく調査員が訪

問し、認知症があるかないかをアセスメントする形になるが、症状が軽

い段階で検査に引っ掛けるにはどの方法がふさわしいのか、今後はツー

ルも考えなければならない。アセスメントして、どうサービスにつなげ

られるのかを考えるための道具はどれくらいそろっているのか。 
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事務局   国では、認知症初期集中支援チームで使うと効果的なアセスメントツ

ールをいくつか紹介しているが、三条市としてもまだ検討できていない。 

川瀬部会長  認知症のアセスメントをできる人材がどこに、どのくらいの人数がい

るのか、どのくらいの時間を割けるのか。皆さん、仕事を持っているわ

けなので、それこそ一切関わりたくない、「帰ってくれ」という拒否的

な人に 10 回も通って、チーム員が３人も行くのはどのくらいの価値が

あるのか。ただ単に、集中支援チームができたので、看護師や介護士、

さらに医師もいつでも来ますよというのは非現実的なこと。対象となる

方の具体的な課題が見えてくれば、その方にどのように関わるのか、関

わるべき人や実施するべきことも定まってくると思うので、今後は、そ

ういうことを検討していかなければならないのかもしれない。 

  (意見交換） 

   弥久保委員 人員配置について。専任でチームの人を置くのか、条件に合う人を登

録してもらい、事例ごとにチームを作るのか。 

   事務局   皆様の意見を聞きながら考えたいが、他市では、チームを丸ごと委託

しているところもあれば、行政が直営で行い、チーム員を招集して行っ

いるところもある。三条市では、まだ内容が定まっていない。 

   坪井委員  今現在、チームまではいかないが、課題がある方に対して各機関が動

いている現状がある。それを発展させればいいのではないか。改めて

大々的にチームを作るのではなく、チーム員の負担が少なくなるような

やり方を考えてもらったらいいのではないかと思う。 

   川井推進員  嵐南圏域では、医療につながるところまでがとても困難な方が多く、

受診後、薬を飲んで症状を安定させるということに苦労するケースも

ある。それと同時に支える家族が不在で、困難が困難を呼んでいる。

信頼関係を作りながら受診につなげるまでに相当月日を要し、包括の

人員だけでは手が足りない。その間に地域でトラブルが起こっていく

というところをチームの力を借りることによって、迅速に手厚く、問

題を小さい形にできないかなというのが、正直私たちが求めていると

ころである。今やっていることを発展させて、かかりつけ医と連携し

て支援できる場合と、かかりつけ医から紹介状をもらって専門医につ

なげなければならない場合があり、いろいろ考えられると思うので、

このチームができるとありがたい。 

川瀬部会長  個別ケア会議で仕切れないくらいケースがあるわけで、そこをもう少

し、いろいろな人たちに出てきてもらいたいということになるのか。 

         現実的には、１ページのフローチャート右側の急性増悪期の関わりが

圧倒的に想定できるが、そうならないように初期から支援していくとい

う理想を言っているが、現実的には目の前には受診にもつながらない人

たちがいて、マンパワーがそこで何らかの理由で付けてくれると楽にな

るということか。良い意味での多職種の連携を広げたいということなの

かもしれない。「バックアップしてくれる人たちがいる」という形だけ

でもいいかもしれない。 

小柳推進員  チームの設置は、いつ頃になるか。 
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事務局   チームの設置は、第６期計画では来年度中となっている。 

小柳推進員  専任の職員がいると、チームとのパイプ役が期待できありがたい。予

算化が必要と思われるが、是非お願いしたい。 

石附委員  診断を受けても、介護認定のサービスに結び付けようとしたところで

拒否する方が結構いる。特に男性に多い。サービスにつながらなかった

とき、ケアマネジャーは、うやむやにしてしまうこともある。多職種と

相談しながら、サービスにつなげられるようになっていくと良いと思う。 

   渡辺委員  ヘルパーの現場でも、介護認定を受けるまででもないけれども、家族

や地域からの情報でお金の管理ができない、詐欺に遭いそうというケー

スのお宅を訪問してみると、本人が希望しないことには支援が余計なお

世話になる。ましてや、介護保険が使えないとなると自費になり、限ら

れた年金の中からの支払いになるので、結果として介護保険外のサービ

スも使わないことで状況が悪化してしまい、結局何か問題が起きてから、

つながるケースがある。チームの支援だけではなく、地域での助け合い

など、仕組みがあるといい。 

鶴巻委員  運転免許証の更新では、75 歳になると認知症の検査があり、本人が

認知症の症状を自覚できる機会になる。そこで、家族が検査後に本人

に結果を聞くことで、認知症の初期の判断材料になると思う。 

  （まとめ） 

川瀬部会長  ①認知症ケアサポート検討部会の位置付けについて再確認した。 

         ②三条市の認知症施策推進事業実施計画について、部会で検討すべき

重要度と何について検討するかをもう少し整理して、出していただ

けると見やすいのではないか。 

         ③初期集中支援チームについて、ニーズとしてあるのは間違いないが、

どういう形で解決を図るのか、マンパワーやお金が限られている中

で、しかも支援の対象が拒否的な大変な困難事例である。可能であ

ればワーキンググループを作り、問題を整理した上で、どこで、ど

ういう人材を使って、どういう対象に対して、どれくらいのサービ

スをやるのかを考えてもいいかもしれない。 

５ その他 

事務局   第２回認知症ケアサポート検討部会について、部会長と日程を決めて、

案内をする。その間に、認知症初期集中支援チームのワーキンググループ

での検討を行い、問題を整理し、次回の会議に臨みたいと思うので、御理

解、御協力をお願いしたい。 

 

 （午後９時 10分閉会） 

 


