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令和元年度 第３回認知症ケアサポート検討部会 会議録 

 

１ 日 時 令和元年 11月 18日（月）午後７時から８時 35分まで 

２ 会 場 三条市役所本庁舎２階 大会議室 

３ 出席状況 

(1) 出席委員 (10人) 

 坪井委員、早川委員、米山委員、中村委員、佐藤委員、高野委員、安田委

員、山崎委員、長谷川委員、石附委員 

(2) 欠席委員 

長谷川委員 

(3) 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 

(4) オブザーバー 

 新潟県弁護士会 中澤 泰二郎弁護士 

 新潟県社会福祉士会 田崎 基社会福祉士 

 三条市薬剤師会 横山 晴信会長 

 三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 帆苅 久美課長代理 

(5) 地域包括支援センター 

鈴木センター長（嵐北）、佐藤センター長（嵐南）、西丸センター長（東）、小

柳センター長（栄）、佐藤管理者（下田） 

(6) 事務局 

 弥久保認知症地域支援推進員（はあとふるあたご） 

坂井認知症初期集中支援ﾁｰﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（認知症疾患医療センター） 

 地域包括ケア総合推進センター 郷センター長、野水次長、渡邉主任、田口主事、西田在 

          宅医療・介護連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  

高齢介護課 土田課長、小柳係長、松平主任（企画調整係）、榎本係長、古

俣主事（高齢福祉係） 

福祉課   鈴木係長（障がい支援係） 

 

４ 議 題 

(1) 第７期介護保険事業計画における令和２年度認知症施策の取組方針（案） 

 資料１に基づき説明 

（質疑・意見） 

坪井部会長 まず、本人への支援として、初期集中支援チームに関しては次回

詳しく話が出ると思うので、介護事業所等の研修に関して御意見の

ある方は発言願いたい。 

石附委員  今年度まで通所介護事業所を対象に実施していたが、来年度は全

体に向けた研修を企画ということでよいか。 

事務局  事業所向けの研修と、全体に向けて広く誰でも参加できる研修を

実施したいと思っている。 
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鈴木センター長 例えば法人内で研修を企画し、そこに講師の派遣をお願いするの

はどうか。講師料は抜きにして。うちの法人も毎月自主研修を実施

しているが、毎回講師に悩む。認知症について知りたいという意見

が多いので、講師の派遣もしていただけると有り難い。 

事務局  現在実施している事業所向けの研修は、市が委託している弥久保

認知症地域支援推進員が認知症介護指導者でもあるということで

講師をお願いし、介護指導者の知識を生かした研修を実施している。

来年度、どのような体制になるのかは未定なので、そこについては

検討させていただきたい。 

長谷川（悦）委員 うらだての里の研修委員をしているが、去年、今年と弥久保推進

員に認知症の研修講師を依頼した。うちは特養やデイサービス、ヘ

ルパーといくつも事業所があるが、特養は２か月に一回、夜に特養

全体会議をやっている。そういうときに講師に来てもらい、会議を

利用して研修をしてもらうとか、個別に大変なケースもあり、そう

いうときにいろいろ聞かせてもらいたいという意見が出た。各事業

所でのやり方もいろいろあるが、講師の派遣について対応してもら

えるといいと思う。 

事務局  参考にさせていただく。それぞれの施設で研修の持ち方はいろい

ろだと思うので、そういった情報も聞きながら、市がやらなければ

だめなものはあるのか、もう少し詰めたいと思う。 

坪井部会長 講師になれる人は少ないのか。あちこちから依頼が集中するよう

だと、まずいと思う。 

事務局  介護指導者は弥久保推進員以外にもいるので、人材という意味で

は介護指導者が他にもいると思う。一人に集中しないようにしたい。 

坪井部会長 地域包括支援センターでは誰ができるか、誰にお願いしたらいい

か何か分かるのか。 

石附委員  口コミでしか把握していないので、せめて、誰がいるか分かると

いいと思う。 

事務局  情報を集めて提供できるとよいと思った。 

中澤オブザーバー 令和２年度の認知症施策の取組で是非お願いしたい部分が、ここ

に書いていないことなのだが、身寄りのない方に対する支援の問題

である。第７期介護保険事業計画で、「認知症の人がいつまでも住み

慣れた地域で」と書いてあり、その「住み慣れた地域」、三条市に住

むために、私が最近、話をしてくれと言われるテーマが「身寄りな

し」の方の、医療、施設入所、入院である。前回、郷先生が緊急対

応や命にかかわる問題のところは力を入れて協議して取り組まな

ければというお話があり、済生会の場合、例えば連帯保証人とか身

元引受人とか、別に強く言われず、なんとか引き受けていただいて

いる状況だが、病院や施設においては連帯保証人、身元引受人がい

ないと入所させてくれない。救急搬送でも（搬送先が）見付からな
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い。認知症の人だと本人がどういう状況か説明できない。事情が分

かっている家族がいないと困ることがあるのではないかなと思っ

ている。令和２年度にすぐさまそれをなんとかしてほしいという訳

ではない。長く時間が掛かることだとは思うが、今、本当に介護関

係、福祉関係の方からこの話について要望を受けているところなの

で、是非市としても問題意識を持って、身寄りなしの問題に取り組

んでいただきたい。 

  私がポイントだと思うのは、医療、施設の意識である。医師法等

法律によって身元引受人がいないからといって断ってはいけない

となっているとは思うが、現実はそうではない。どうしてもそこを

言われてしまう。私もケアマネジャーに、「病院に言えばいいじゃな

いですか」と伝えたとき、今後の関係もあるからと言われる。また、

成年後見人である私が緊急連絡先になり、病院まで付いて行ってく

れるのかと聞かれ、後見人はそういう立場ではないと伝える。しか

しケアマネジャーはそういった現実を負わされている。どうしたら

いいのかと言われて答えに窮したことがあった。そういった問題で、

医療、福祉も含めて協議の場を設定できるのは行政しかない。これ

はどこで話したらいいか分からず、ここでお話しさせていただくの

がいいのかどうかと思ったが、こういった問題にも是非本人の支援

をするために取り組んでいただければと思う。 

郷センター長 大変貴重な御意見である。済生会としてはそういう方を是非看さ

せていただきたいと思っているし、常日頃から職員には、身寄りが

あろうがなかろうが、とにかく困っている人には手を差し伸べよと

は言っているので、やっているつもりだが、うちだけがやっていた

のでは全然足りない。行政に関わっていただき、身寄りがなくても

医療、介護、福祉といった施設にきちんと入れるよう、場を設けて

協議し、みんなで共通認識を持っていきたいと考えているので、是

非そこは取り組ませていただきたい。 

事務局   今後、一つの課題として、行政としてもそういった協議の場を設

定するよう検討していきたい。 

坪井部会長 身寄りのない人たちが増えて大変な状況になっていることだと

思う。行政もしっかり考え、対策を立てていただきたいと思う。 

  研修の話に戻るが、事業所研修だと事業所で集まり、みんなで参

加できる気がするが、個人の研修は仕事を休んで行かなければなら

ず、参加しづらいのではないか。 

事務局  自分の時間を使って参加してほしいということでは決してない

が、個人レベルのスキルを上げたいと思い、市民向け認知症サポー

ター養成講座等に参加する職員もいた。市が事業所向け研修の公開

講座を実施していることを知らず、市民向け講座のチラシを見て申

し込んだ。情報発信の問題かもしれないが、事業所が参加していい



4 

 

と言うのであれば、個人のスキルアップを目的とした研修も計画す

る必要があるのではないかと思った。ただ、事業所の中で研修を実

施しているということであれば、市がやらなくてもいい。全体を見

て考えたい。 

坪井部会長 事業所と連携を取り、何が必要かを行政がサポートできるとよい。 

帆苅オブザーバー 県の立場として補足するが、一定規模以上の法人については、各

法人内で資質向上をお願いしたい。そうなると、行政の方で優先す

べきは、小規模の法人で研修の企画自体が難しいところをターゲッ

トにしていかないといけないのではないか。法人でどういった研修

がなされているのかを監査等の場で聞いているというのが現状か

と思う。ただ、先ほど言ったように講師の不足等の悩みがあると思

うので、三条市とも相談しながら情報収集に努めていきたい。 

  先ほどの中澤弁護士の話の補足だが、今年度、医療法に基づく立

入検査で各病院に伺っており、その重点の中に、国からの通知で、

身元引受人がいない患者の拒否事例がないかを必ず確認すること

が項目として入った。行政全体としても、重要視して少しずつだと

思うが取組が進んでいくと思う。 

田崎オブザーバー 社会福祉士会は、県全体の社会福祉士の育成というのが命題で、

研修については私どもも多く取り組んできている。三条市が実施す

るなら、切り口としては地域の認知症ケアの向上という形が一番し

っくりくると思った。最近、当会で評価の高いのが実践報告会であ

る。三条市の中でも優れた事業所がたくさんあると思う。そういっ

た方々３人くらいから実際に発表していただくのがよいのではな

いか。それを弥久保推進員が解説するような全体会をやりながら、

相互間協働で、実習もし合うなど、昔やっていたが３人くらいずつ

職員を交替させながら学び合うような機会を持つ方が、うまくいく

と思った。参考にしていただければと思う。 

坪井部会長 市も、いろいろ連携を取り合ってよろしくお願いしたい。 

  認知症暮らしのガイドブック改訂だが、現状で、ここをなんとか

してほしい等の意見はあるか。市で具体的にどの辺を変えようとか

考えているか。 

事務局  まだ詰めてはいない。事業や体制が変わっているところの修正は

必要である。このガイドブック（認知症ケアパス）は、本人、家族

の状況に応じて、そのときに必要な情報についてこれを見ると分か

るというものにしたいが、本当にこれが役立っているのか分からな

い。どんな情報があると助かったか等の情報も聞きたいと思ってい

る。他にも認知症カフェや、権利擁護の部分の情報が足りないと思

っている。 

坪井部会長 地域包括支援センターは、これを有効利用しているか。 

西丸センター長 認知症の予防啓発講座で配布し紹介している。ガイドブックが出
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来たときは全戸配布されたが、数年経ち、家のどこにあるか分から

ないという声もあり、もらえてよかったという意見があった。 

坪井部会長 もらったまま、その後、利用されていないということはないか。 

西丸センター長  流れを説明し、取っておくよう話している。 

横山オブザーバー 平成 28 年から認知症サポート薬剤師制度というものがあり、県

のホームページに載っているが、三条地区もその薬剤師がいる薬局

があるので、載せていただけると助かる。 

坪井部会長 情報として入れてもらえるといいと思う。 

佐藤委員  私はこれを使っているところを見たことがなく、ケアマネジャー

の中で正直な話をすると、「ケアパスって何？」という方がいる。私

たちの立場だと、ある程度（認知症が）進行した方、要介護の方を

主に担当する。介護申請は、入院中に勧められたり、主治医がおか

しいと気付き、家族が呼ばれて申請を勧められたりする。その前の

段階で、家族から地域包括支援センターや医師に相談ができるよう

にするために、（ケアパスの）最初の方の図だがこれを見て相談しよ

うとはならない気がする。認知症初期集中支援チームにつながるた

めにも初期の段階で気付けるような部分を、もう少し強化してもい

いのではないかと感じた。 

坪井部会長 やはり周知が足りないという印象がある。基本的には初期の認知

症、あるいは家族が対象となるようなものか。 

事務局  認知症の容態全般において使うものである。本来の趣旨は、必要

なときに三条市における資源を紹介できるものと思っており、初期

の方はもちろん、進行したときには、成年後見制度の紹介や、家族

が相談する場所として認知症カフェがある等、ケアパスを使ってそ

の方に必要な情報を伝えるものにしていきたいと思っている。皆さ

んの御意見を伺いながら作成したいと思う。 

坪井部会長 次に、家族への支援だが、これはまず認知症カフェが今回一番の

取組だと思うが、今年から支援型カフェが始まり、ある程度機能し

ているのか。 

小柳センター長 先日、ある地域で認知症の声かけ見守り訓練を実施した。参加者

には必ず支援型カフェの紹介もさせてもらう。栄圏域の支援型カフ

ェを実施しているグループホームは栄地区の端に位置し、グループ

ホームがどこにあるかも分からないということを言われ、とてもシ

ョックだった。やはり包括が各圏域の支援型カフェをもっとバック

アップしていかないといけないと感じた。11月に別の地域で声かけ

訓練をやるが、そこにグループホームからも来ていただき、地域住

民の前で情報を発信すれば、周知にもつながると感じてる。 

坪井部会長 今年のカフェ実施状況はどうか。 

弥久保推進員 今年に限らず、やはり誰に来てほしいか、誰が来るのがカフェと

して一番有用なのかと考えると、確かに参加人数は多いのだけれど
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も、地域の方の茶の間がそのままスライドしたところもあり、家族

や本人は、かえって来づらくなったというケースもある。周知の仕

方は、特に支援型カフェに関しては、やはり地道でも必要な方に必

要な情報を届けていくというやり方がいいのではないかなと思う。

その他の登録型カフェの方に人がたくさん集まり、そこで支援型カ

フェを紹介したり、支援型カフェに来た人に登録型カフェを紹介し

たりという、今、必要なところにきちんと行けるよう、カフェ同士

の関係づくりが大事ではないかと感じた。 

坪井部会長 どこで何ができるか、どういう対象の人が行ったらいいのかを

徐々に浸透させていくとよいと思う。 

石附委員  社会福祉協議会でも登録型カフェを実施しており、そのとき感じ

たのは、認知症の相談があったとき、ほとんどの方はケアマネジャ

ーが付いており、相談を受けて答えたこととケアマネジャーが言っ

たことが違っているとまずいと思う。その辺、気を付けながらやっ

ていく必要がある。 

坪井部会長 支援型カフェは始まったばかりなので、もう少しやってみないと

問題点も見えてこないかもしれない。 

中澤オブザーバー 認知症カフェだけが家族への支援ではない。老老介護や、本当に

悲惨な事件につながる例もあると思うが、そのようなカフェに行く

余裕がない、もう無理だというような家族の支援は、どうなってい

るのか。 

事務局  家族への支援は、カフェだけではないと思う。介護事業所やケア

マネジャーが普段から気付いて相談に乗っていると思う。他に常設

の相談窓口として、支援型カフェ５か所で電話相談も受けている。

もちろん地域包括支援センターにも相談窓口はあるので、支援型カ

フェと包括との連携が図れるような情報交換も実施している。主に

支援型カフェの相談窓口の得意分野は、認知症介護の専門職がいる

ので、認知症の症状に対する対応方法だと思っている。ケアマネジ

ャーからの相談もあった。ケアマネジャー等の支援者が、こういう

ところでも相談できることを紹介し、家族の相談につながるとよい。 

中澤オブザーバー どのような体制や強みがあるか分からない中での質問だったの

で恐縮だが、回答を聞き、そういった強み等も市民に周知できると

いいと思った。 

坪井部会長 その辺も踏まえて、市がどこまでやるかは難しいところだとは思

うが、カフェだけではない、いろいろな取組も考えてもらいたい。 

  次の地域づくりだが、認知症サポーターの数は増えているが、有

効に活用されていないというところで、何か御意見はあるか。 

石附委員  社会福祉協議会として、いきいきサロンへの支援を行っており、

将来的にはサロンの参加者がサロンに来られないような方々など、

地域で見守りをしていただけるようになると一番よいと思ってい
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るが、なかなかうまくいかないのが現状である。 

坪井部会長 地域包括支援センターも声掛け訓練などで健闘している。権利擁

護は前回討論し、それを踏まえた進捗状況の説明だったが何か御意

見はがあるか。 

中澤オブザーバー 方向はいいと思うが、市民に対する講演会を 12月 15日に行う予

定、専門職向け研修を来年の２月に実施予定等、市においていろい

ろと考えながら予定を組まれているとは思うが、率直に言うと、「あ

あ、そうなんだ」と今思ったところである。企画の段階で意見交換

があった方が、よりよいのではないかと思った。 

事務局   とかく市が困ったときに意見を求めて、その後どうしたのかとい

うことをフィードバックしないまま形づくってしまうという御指

摘が多いかと思う。本年度お諮りしている仕組みづくりについては、

取組のスピードが遅くなっているところは否めない。私ども現場と

しては、関わっていただく皆さんが実際にどういったところで苦労

されているか、あるいは実際の企画についてどういう風に受け止め

ていただけるのか、さまざまな機会を通じて御意見を頂戴したいと

思っている。なるべく効率的にと思っているが、テーマによっては、

お集まりいただき御意見をいただくこともやっていきたいと思う

ので、その際には御協力をお願いしたい。 

横山オブザーバー 認知症サポーターは平成 20 年から延べ 9,217 人の方を養成して

きたということだが、圏域ごとに何人サポーターがいるかデータは

あるのか。地域ごとにサポーターの数のバラツキがないかも見なが

ら、養成をしたほうが効率的と思う。 

事務局  サポーター養成講座は、受講団体ごとの把握しかしておらず、受

講者個人の情報までは把握していないので、圏域ごとに何人いるか

細かいところまでは分からない。今後は、各圏域で定期的に講座を

実施するなど、市内で平均して理解者を増やす取組を実施したい。 

 

(2) 認知症予防のためのいきいき手帳と在宅療養手帳の統合について 

 資料２に基づき説明 

 （質疑・意見） 

坪井部会長 以前からこのいきいき手帳の存在意義が余りないということだ

った。平成 24 年に始まって、７年間でこれを持ってきた人は約１

名で、川瀬先生とやり取りした以外、余り活用していなかった。こ

れまでの討議の中で、要らないのではないかというのが多数意見だ

ったと思うが、改めて残した方がいいのではないかという人はいな

いか。（特に意見なし） 

  ある程度、療養手帳に入れるのはいいが、療養手帳を持っていな

い人、初期の人をどうするか、これに代わるものは何か作った方が

いいのか、何か御意見はあるか。 
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横山オブザーバー Ａ４サイズにしていただきたいのと、見せ方なのかもしれないが

もの忘れ相談医のところには平積みになっているのか。まずそこか

らなのではないか。例えば薬剤師会や、医師会員に配布する等いろ

いろやってみて、もう少しこうしようという方がいいのではないか。

中身的に統合というのはいいことだと思う。 

坪井部会長 おそらくあちこちに平積みにされ配りまくったが、結局、有効利

用に結び付かず、廃れてしまったという経緯があるので、今からこ

れをもう一回というのは、多分何の意味もないかと思う。 

石附委員  私はこれを作成したときのチームに入っていたが、在宅療養手帳

は介護になってから使うものということで、その前の段階から意識

してもらうという意味も含めて、いきいき手帳を作成した。各サロ

ンに啓発活動に行ったときや、包括として訪問に行ったときに渡す

が、もらって見るだけで、活用されないのが現状だった。 

  確かに医療機関や包括にも積んであったがさばけない現状だっ

たので、今回やはり見直した方がいいと思う。ただ、ここのいきい

き手帳の中で一番いいのはやはり病気や検査の説明がすごく詳し

く載っていて、これを説明すると家族も分かっていただけるので、

ここは暮らしのガイドブック（認知症ケアパス）の１ページに載せ

ていただければ、認知症というのはやはり病気なのだという説明に

もなる。 

事務局  ケアパスを見直す時点で検討したい。 

坪井部会長 在宅療養手帳を持っていない人のために作ったということなの

で、今後、在宅療養手帳を持っていない人に対して、何か代わる物

を作るのか、何もなくいくのか、市の考えは何かあるか。 

事務局   まだそこまで検討を深めていない。 

石附委員  これを作った当時は、認知症ケアパスも「私の安心ノート」もな

かったので、今後、それらのもので補完できていくのではないかと

個人的には思う。 

佐藤センター長 私は包括の前にケアマネジャーをしていたが、このいきいき手帳

が使いづらく、勧めたとき、細かいところの記載が多く、在宅療養

手帳もそうだが、書くところが多いとどうしても書けない。いきい

き手帳がうまく使いきれていなかった。勧めてほしいということで

市からも言われていたが、ケアマネジャーのときはこれを勧めると

ころまではいかなかった。 

坪井部会長 在宅療養手帳に残した方がよいところは何かあるか。 

佐藤センター長 「本人の思い」、「家族の思い」のところは、すごく大事なところ

で、ケアマネジャーもプランを作るときにそこを酌み取っているが、

初回のときは（把握が）難しいので、事業所で聞いたときに療養手

帳で共有ができるとよい。 

横山オブザーバー 療養手帳の見直しの中身的にはこれでいいと思うが、これとは別
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に療養手帳に追加してほしいと思っていることがある。介護保険法

の第１、２、４条だったか、要は私たちも、利用者も介護保険の認

定を受けたら、一生懸命サービスを利用して元気にならなければい

けないということが書かれているかと思うが、私たちの姿勢も含め、

利用者、家族の姿勢も示すという意味で、今回の見直しに合わせて

載せていただけると有り難い。目立つところで表紙の裏に印刷して

はどうか。 

事務局  介護保険の理念の部分になると思うが、そういったところを市民

に伝えていく必要があることは市としても感じている。 

鈴木センター長 既往歴や現病、検査結果の欄だが、認知症があっても字が読める

人はいる。自分の検査結果がどんどん下がってきたのを見たらどう

思うか、そのまま療養手帳の項目に入れてしまうのはどうなのか考

える必要があると思った。 

長谷川（悦）委員 デイサービスに手帳を持って来るが、紙が古くなり切れて外れて

しまうときもある。そうなると情報が漏れるので、うちはビニール

の袋を買って、それに入れさせてもらい落ちないようにしている。

紙だと少し心配である。 

  また、記入が多くなると、サービス事業所にいる時間内に書くの

が大変である。事業所の台帳にも書かなければいけない。 

横山オブザーバー 写真に撮り、あとから空いた時間に書くという方法も参考に。 

坪井部会長 今後、ひめさゆりネットに移行していくという予定はあるか。 

郷センター長 これは市の方針ではないが、基本的には療養手帳を廃止し、全

部ＩＣＴでやりたいと思っている。入力も一回で済む形とし、将来

的には紙媒体を無くしたいと私は思っている。 

坪井部会長 あちこちに同じことを何回も書くと大変なので、一回やればみん

なが見られるというのは一番いい方法だと思うが、市としてそれを

進めていくのか。 

事務局  連携のツールは、ひめさゆりネット一つになるのが一番理想だろ

うと思っているが、現段階で家族、本人と事業所との連携ツールが

ひめさゆりネットの中にないので、療養手帳を残している。ひめさ

ゆりネットが全体に広がり、家族のＩＴ化も進んできて、どちらを

使うか選択できることもいいのではないかと思うが、今のところは

まだ、そちらを目指しつつという段階である。 

既往歴、現病、検査結果について、それぞれの立場でいろいろな

御意見があると思うが、病院に持っていくときに医師が見るところ

はここしかないので、ここが無くていいのか、別な形がいいのか議

論していただけると有り難い。 

横山オブザーバー 病名は保険請求のコード番号を書くのはどうか。病名をそのまま

「認知症」と書いてあるのはよくないと思うし、紛失してどこかで

見付かるのもよくないと思うので、特に取り扱いが慎重に行われな
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ければいけないところは今回見送るなど、よく検討した方がよいと

思う。 

弥久保推進員 誰が書いて誰が見て、見た人がどう使うのかが決まっていないと、

結局書いて終わりの物にしかならない。ケアプランや支援記録に何

も載らなければ、これは何だったのという話になってしまう。その

サポートは誰がどうやって進めていくのかというところにも関わ

ってくるかと思う。全部が全部、落とし込まなくてもいいが、おお

よその形を作っておいた方がいいのではないか。勉強会をする、し

ないも含めて検討が必要と思った。 

事務局  認知症のことだけに限らず、療養手帳の使い方についても見直す

必要があると思っている。前回見直したのが約 10 年前だが、誰が

どうやって管理するのか、誰がどの部分を書くのか、それは何のた

めかということをワーキングで検討し、ケアマネジャーや事業所に

周知したが、徐々に曖昧になり使い方がバラバラになってきている。

見直しと合わせて使い方も周知する活動もやっていかなければい

けないと考えている。 

坪井部会長 結局、書くことが多いとどんどん書かなくなって終わってしまう。

極力シンプルにしないと続かないと思う。書く人が書けないと続か

ないので、余り盛り込み過ぎない方がよいと思う。 

中澤オブザーバー 何のために、誰のためにどう使うのかと、個人情報や、そもそも

これは本人に分かっていいのか、他の人にも知られていいのかとい

う人権擁護の部分、権利擁護の部分にも関わるものだと思う。目的、

使用方法、それが本当にいいのか、また、本人、家族の同意欄があ

るが、例えば認知症の方で、本人も何となく分かっているからいい

と思って書いたというとき、それは同意があったとみていいのか、

本人は書けない場合、家族がいいと言ったらいいのか、そういった

問題もあると思う。そういった部分も見直しの際に御検討いただき

たい。 

坪井部会長 この辺でスーパーバイザーから、議題（１）も含めて御意見をお

願いしたい。 

川瀬スーパー 

バイザー  前半部分で出た話では、事業所ごとの介護技術を上げる研修をし

たり、ある場所に集めて自由に参加してもらう研修をしたり２パタ

ーンあるということだが、事業所は母体となる法人等で、自分たち

で研修しているところがあるかもしれない。だから市として最低限

やらなければいけないものは何かを考え、研修をやっていないとこ

ろに積極的に声を掛けたり、事業所単位での研修ができないところ

は、研修へ自己参加してもらったりという視点でよいと思う。 

  いきいき手帳については、実際、どんなに頑張って使おうとして

もうまく使えない。さらに負担を増やしてしまうので、やはり見直
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しの時期だとなった。ＩＣＴに持っていきたいが、まだそこまでに

はいけないというところだと思う。このいきいき手帳の分量を、た

った１枚にしぼり、この中で、いきいき手帳の根幹が詰まっている

のは、多分この認知機能検査のところだと思う。これを取ってしま

うと、いきいき手帳の存在意義はゼロになるというところで、一応

あるとよいと思っていたが、いろいろな観点から、削って、一度ゼ

ロにしてもいいかもしれない。 

  「私の好きなこと」はどちらかというと私の安心ノートの方から

作った。つい先日、我々のところで本人の意思決定をどう取るかと

いう研修を実施した。我々が注意しなければいけないのは、ここに

書いたことがずっとその人の本当の望みかどうか分からないとい

うこと、変わっていくことがよくあるので、書いてあっても、これ

に縛られずに、その人の本当の幸せは何かを考えていくべきだと思

う。使い方についての見直し、周知もやっていけばよいと思う。 

 

５ その他 

次回の開催について、２月を予定していること、また、認知症初期集中支援チー

ムの検討委員会も兼ねることを事務局から説明し了承を得た。 

 

６ 閉会あいさつ 

  郷センター長 

 

（午後８時 30分閉会） 


