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令和元年度 第１回認知症ケアサポート検討部会 会議録 

 

１ 日 時 令和元年７月 10日（水）午後７時から８時 35分まで 

２ 会 場 三条市役所第二庁舎３階 301会議室 

３ 出席状況 

(1) 出席委員 (11人) 

坪井委員、早川委員、米山委員、長谷川委員、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) 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 

(3) オブザーバー 

 新潟県弁護士会 中澤泰二朗弁護士 

 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 

(4) 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） 

(5) 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) 部会長の選任について                    

 資料１に基づき説明 

 全員一致で坪井委員を選任 

(2) 令和元年度認知症ケアサポート検討部会運営体制及び開催計画について 

 資料２に基づき説明 

（質疑） 

   中澤オブザーバー 新潟県弁護士会は第１回、２回、４回の出席であり、第３回は出

席しないことになっている。権利擁護を含む成年後見等の部分でオ

ブザーバーとして呼んでいただいたのだと思うが、私も後見人とし

て、被後見人が徘徊する等、地域にどのように関わっていただける

とよいかというところは常日頃関心を持っているところである。社

会福祉士会も同様の観点ではないかと思う。そこで、第３回もそう

いった観点からの意見も必要なのではないかと思う。 
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事務局   現段階において予定している議題の中での出席回数を想定して

いる。大勢の方からお集まりいただく会議となっており、効率的な

運営の観点からも検討していく必要があると思っている。御意見を

いただく必要がある議題となったときには、出席を依頼することと

している。 

一方で、限られた時間の中で効率的に御協議いただくためには、

この会議に臨む前に、各支援機関の方々を中心に、いわゆる現場の

コアなメンバーでの事前の意見聴取、あるいは検討を深めた上で当

部会に諮るというような形での運営も今後必要になってくると考

えている。 

坪井部会長 参加メンバーの負担も考えながら回数を絞るということだと思

うが、これで決定ではなく、協議内容が決まった時点で誰に参加い

ただくかを検討し、出席を依頼するということでよいか。 

事務局  協議いただく内容により、意見を頂戴する必要がある場合にはお

願いしたいと思っている。 

 

(3) 令和元年度認知症施策の推進に関する事業計画について 

資料３に基づき説明 

  （質疑） 

坪井部会長 まず、「本人への支援」についてだが、私は初期集中支援チームに

参画しているので、チームが非常によく機能しているという印象を

持っている。ただ残念ながら、今年度はまだ事例が上がってきてお

らずもったいない。ここは周知を頑張ってもらいたい。 

横山オブザーバー 例えば、薬局の窓口にポスター等を貼り周知してはどうか。実際

の窓口にいると、認知症関連の疾患の方が薬を取りに来る。近所の

方が悩んでいるという情報を持っている場合もあると思う。 

事務局  薬局での周知は、内科疾患等で受診している方や家族の目に触れ

る機会になると思う。検討したい。 

坪井部会長 地域包括支援センターが困っている事例はたくさんあると思うが、

なかなか相談に上がってこないのはなぜか。 

小柳センター長 栄は、今年度１件、新規で上げた。そのケースは、徘徊を繰り返

す方で市外にまで行ってしまうが、家族に認知症の理解がなく、チ

ームの支援の同意が得られなかった。そこで、親戚の人の協力を得

た。やはり家族の同意がネックになっているのが現状だと思う。 

鈴木センター長 初期集中なので、チーム員による早めの対応が必要だと思うが、

中には緩やかに介入しないといけないデリケートな家庭や、大勢の

人が来ると本人がパニックを起こすケースもある。私も相談したい

と思っているケースはあるが、様子を見ながら進める必要がある。

チーム員と相談しながら支援するのはすごくよいのだが、チーム員

が集まる時間帯や日が限られていることや、急な対応ができないと
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いう制約があり、対象者に合わせると難しいところもある。 

坪井部会長 なかなかいろいろ大変なこととは思う。 

  次は「家族への支援」について協議したい。今回、認知症カフェ

のシステムを少し変え、相談窓口を５か所設置したということだが、

どういう状況か。 

高野委員  ６月の広報に相談窓口として掲載されたばかりで、まだ周知され

ていないのか、相談は入っていない状況である。長い目で見ていく

ものと思っている。まずは、職員が入居者に関わる業務をしながら、

いつ相談電話が来ても相手が気持ち良く話していただけるような体

制を作り上げていかなければいけない。相談窓口としての在り方を

職員に周知していかなければいけないと思っている。 

弥久保推進員 相談に来て専門家の助言を受けるだけではなく、同じ境遇の方

と友達になり、助言を受け、自分一人ではないという感覚からスト

レスの発散につながるといったことが、カフェでの相談の特徴と思

っている。私が相談を受けても解決しないようなケースでも、心が

和らいだと思う瞬間が見られている。 

米山委員  西大崎では２軒カフェがあるが、高齢者の行動範囲はせいぜい四、

五百メートルが歩いて行ける範囲である。 

  空き家があちこちにあり、その対策として、（カフェに）使えるか

ということもあるが、家の鍵の管理などの問題もある。細かい範囲

でカフェを設置していただきたい。  

坪井部会長 四、五百メートルおきにカフェを設置するのはなかなか困難だと

思うが交通手段等、行きやすい状況をつくる手段としてはどうか。 

事務局  カフェマップに載せているカフェは介護事業所等に委託しており、

細かい範囲ごとの実施となると難しいが、送迎で補っていただいて

いる。ただ、認知症が軽度の方には、地域の集いの場も居場所にな

り得ると思う。集いの場等に通い続けられるような環境づくりや、

集いの場の数も増えるようにしていきたい。 

横山オブザーバー 先ほどの薬局の話で恐縮だが、薬局の窓口に来られる方が軽度の

認知症の疑いや、家族が悩んでいるというケースも結構ある。薬剤

師がそういう方などに気付いた場合、オレンジカフェの常設の相談

窓口や、地域包括支援センターにつなぐ仕組みづくりを考えていた

だきたい。目安箱のようなものが薬局に行けばあり、そこに（相談

内容を）書いて入れ、その方の住所を管轄する地域包括支援センタ

ー又はカフェに相談をつなげていくなど、もう少し裾野の広い窓口

の設置も検討いただきたい。 

坪井部会長 次は「地域づくり」というところで聞きたい。認知症サポーター  

が増えてきたが、実際にボランティアをやってみたい人がいないた

め、フォローアップ講座を単発から４回コースに変更するというこ

とだが、ますます参加しにくくなるということはないのか。 
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事務局  今年度のフォローアップ講座は、既に何らかのボランティア活動

に関心がある方、セカンドライフ応援ステーションに登録し何かし

らの活動に少し興味が出始めた方をターゲットにしたいと思ってい

る。１回目がサポーター養成講座の振り返り、２回目は基本的な声

の掛け方等の講座で、３回目、４回目が認知症カフェや介護現場で

実際に認知症の方との交流を体験してみることとした。 

坪井部会長 サポーターがこれだけいるので、もう少しいろいろなことをして

いただいけるといいと思う。 

長谷川委員 地域づくりという観点からは、民生委員も大きな関わりがある。

家族の方々は「うちにはそういう者はいない」という、認知症に対

してネガティブな傾向が強いが、皆の知恵でもっと表に出せるよう

な地域づくりの方向性に持っていけるのがベストだと思っている。

さらに、やはり認知症は予防が一番大事だろうと思うが、認知症の

疑いに気付くための症状等を家族が知ることが重要ではないかと思

う。地域包括支援センター栄は年１回そのような講座を開催してく

れるが、初期段階の対応等について皆で確認、共有し合う機会があ

るとよいと思う。もう少し小さい単位で開催されるとよい。 

また、（認知症が）進行した場合に靴ステッカー事業があるが、

このステッカーを使いどれだけの効果が出ているのか。超高齢化社

会に向かっており、徘徊が相当深刻になった場合は、地域づくりと

ともにＩＴを駆使した、例えばＧＰＳの活用も視野に入れていかな

ければならないと思う。 

坪井部会長 今、貴重な意見をいただいた。認知症に対するネガティブなイメ

ージがいろいろな問題を起こしているので、それもあって次の議題

で認知症に対する市民への啓発を話し合うので、ここは非常に重要

なポイントかと思う。ＧＰＳ等について、何か今後考えていること

はあるか。 

事務局   より素早く確実に発見するという点では、ＧＰＳ機能を持った物

が広く出回っている中で、既に独自に利用している家族もいる。 

一方で、それを公的なサービスとして提供してほしいという要望

もある。行政としては、費用対効果、実際にどのくらいの方にその

ようなものが必要かという数的な部分も含め、既に事業として取り

入れている他自治体の状況も研究しながら、いろいろな状況を調べ

ている。現状としては、靴ステッカーを中心として地域で見守り、

発見につなげていただくような体制づくりを先行して進めていき

たい。ＧＰＳについては、引き続き検討課題としていきたい。 

中澤オブザーバー 今ほど話題に出たＧＰＳだが、私が保佐人をしている人が徘徊し、 

靴ステッカーを申請したが、靴のステッカーで大丈夫なのかという

のは不安に思ったことがある。市民は歩いている人の靴のステッカ

ーを見ないと思う。暑いときに倒れていないかなど、万が一のこと
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があったらと考えたときに、ＧＰＳ機能付きの靴の導入も考えたが、

十数万円と非常に高価であった。また、その靴を履いてくれるかも

分からない。調査されているということなら、そこは迅速にしてい

ただきたい。導入するに当たっての補助等を考えていただきたい。

全額は無理でも上限を決めて補助があるとよいと思う。 

もう１点、坪井部会長が御指摘されたボランティアの件だが、認

知症サポーターの養成講座を受けた方は多いが、それがボランティ

アにつながっていないのはなぜなのか。アンケート調査等で分析を

されたのかどうか。ボランティアをしたいと思っている人は、どこ

ですればいいのか分からないのではないか。何かしらボランティア

が欲しいという事業所の情報を集めて提供することも一つと思う。 

事務局   ボランティアの求人情報は、セカンドライフ応援ステーションで   

集約している。セカンドライフ応援ステーションの登録者が現在 900

人くらいいるが、その中からボランティアをしたいという方に活動

をマッチングしている。フォローアップ講座からボランティアにつ

ながらないという件だが、講座を受けただけでは現場に入っていく

のが不安だと言う声が多い。やはり傾聴に関することなど、もう少

しフォローが必要と考える。 

坪井部会長 アンケート等でそのような声を拾っているのか。 

事務局   本人たちから直接お聞きしている。 

サポーター養成講座を実施している側としての実感だが、サポー

ター養成講座から更に進めて何かしようという思いで来られてい

る方が少ないと感じる。（７ページの②の表）住民の講座受講者の

多くは、実は家族の支援に困っている、自分の予防のために知識を

入れたい、という方が多い気がするし、企業・職域団体の方は、自

分たちの仕事の範囲の中で認知症の方の支援を考えていると思う。

サポーター養成講座が認知症の方のボランティアの入口になるの

かどうかということも検討していかなければいけない。 

米山委員  徘徊となると、まず自治会に依頼が来る。様々な面から、この人

は徘徊しそうだということは、地域の人は大体分かる。家族から、

徘徊により行方不明になりそうだということを聞かせていただけれ

ば、近所の人や、地域で対応できる。近所ですぐ分かるようにして

いただきたい。 

  もう一つ、徘徊するときは、大体同じ鞄を持ち、同じ靴を履いて

行くということが多い。私もＧＰＳ機能付きの物をいろいろ聞いた

が、市から補助金を出していただけないか。 

坪井部会長 行政も検討してほしい。 

    次に「権利擁護」について何か意見はあるか。 

石附委員  全体に関わることでもあるが、認知症の施策を進めるに当たり、

個別の事例を通した個別ケア会議で地域の課題を洗い出すことが



6 

 

重要だと思うが、平成 30 年度は各地域包括支援センターではどの

ような状況だったのか。ケアマネジャーからの相談により個別ケア

会議を開催する場合が多いと思うが、余り進んでいない印象がある

ので、実状と課題が分かれば聞きたい。 

鈴木ｾﾝﾀｰ長 個別ケア会議に関しては、ケアマネジャーやサービス事業所から

の相談で開催し、嵐北では昨年度３回実施した。 

地域課題を抽出するには個別ケア会議は有効だと思う。医療関係、

行政、保健関係等、いろいろなところから集まっていただき、やれ

ばやるだけの効果はあると思う。 

  本当はそこから包括ケア推進会議まで課題を持っていければと

思うが、そこまで進められないのが現状である。 

中澤オブザーバー 国も成年後見を進めているところだが、（生活に）支障がない限り

利用は進まない状況だと説明があったが、支障があっても利用は進

んでいないと実感している。三条市における実態がどうなのかを把

握する必要があるのではないか。今、どのような状況か分からない

まま進めようとしても、どうすればいいかが分からないままではな

いかと思う。実態調査が必要なのではないかと思う。 

次に、10ページの図だが、三条市において機能するのか私は不安

に思っている。医療・介護サービスを受けるにはお金が必要である。

判断能力が落ちる中で、財産が乏しくなったり、サービスを受けた

いのに受けられなくなったりする。地域包括ケアシステムの中で、

財産管理、権利擁護は車の両輪ではないかと思う。中核機関を市が

直営でやる場合、担えるだけの知識、経験、スタッフをそろえられ

るか。課題を集約して協議会で協議するとあるが、時間が限られて

いる中で、果たして協議できるのか。現実にこれが回るのかどうか

が大事になってくると思う。第２回はそのようなところがメインに

なると思うので、現実にどうするのか協議できると思っている。 

事務局  資料の９ページは、いわゆる推計的なもの、あるいは他機関で持

っているデータから読み取れる方向感しか把握できていない。三条

市の実状をどう把握するのかということについては、例えば第７期

の介護保険事業計画を策定する際においては高齢者実態調査という

ものを実施した。それと同等のレベルのことがすぐにできるかどう

かは難しいが、当事者に関わる可能性の高い支援者の方々に対し、

支援対象者となり得る方の具体的な状態像を示しながら、該当する

方がどのくらいいるのかを把握しなければいけない。支援ニーズの

把握については、何らかの状況を把握する手立てを早急に講じたい

と思う。 

中核機関を回していくのに十分な人材確保ができるのかについて

は、現状、必ずしも十分とは言えないが、市役所が直接できる部分、

それ以外に皆様方外部機関の力をお借りしなければいけない部分が
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出てくると思うので、そこを整理し、第２回で協議したい。 

 

(4) 認知症に関する市民への啓発について             

資料４に基づき説明 

（質疑） 

坪井部会長 啓発が非常に重要で、認知症に対する差別をなくすところから全

てのことが始まると思う。様々な世代に対する啓発の中で、私は子

どもへの啓発がよいと思う。子どもが大人になり、高齢者になると

いう、本当に長い目で見た効果もあるが、子どもが学校で習ってく

ると、多分家庭に帰って話をする、そうすると親たちも考え始める

ので、子どもにまず啓発するというのは非常に大事だと思う。もう

一部始まっているのか。 

事務局   実施している。 

坪井部会長 一部ではなく全市に広げてもらい、子ども全員が聞くというよう

な状況をつくり出すとよいと思っている。 

田崎オブザーバー 社会福祉士会には、全県で認知症の方の権利擁護の取組について

非常に詳しい会員がおり、一つ提案としては、当事者の方に何とか

声を上げていただける機会があるとよいのではないか。三条市の方

は難しいのかもしれないが、市外、県外の方なら実際に講演してい

る方はいる。認知症を現在患っている方が困っていること等、当事

者の目線を知ることは我々支援者にとってよいと思うし、一般市民

の方にとっても、皆で助け合っていこうという気持ちになるのでは

ないか。 

坪井部会長 何か予定などあるか。 

事務局  考えたいとは思っているが、どなたにお願いするか、皆様から御

紹介いただけるか。 

安田委員  先日、訪問看護の研修会で永田久美子さん（三条出身で「私の声

が見えますか」の著者）の話を聞いた。その方は認知症のことをう

まく伝えられるようなので、どうか。 

弥久保推進員 当事者グループもあるので、呼ぼうと思えば呼べるとは思うが、

講演などをしている御本人と話をしたとき、「行くのはいいが見世物

になるのは絶対に嫌だ」と言われた。そのような場を作れるかどう

かである。「質問で面白おかしく言われたり、問い詰められたりする

ようなことがあったら、もう自分は立ち直れないかもしれないから、

そうではない場にしてくれるのなら大丈夫だ」と言っている。 

佐藤委員  私たちは普段、かなり認知症が進行した状態の方に関わることが

多い。周囲が大変だと思っても、家族はそこまで気付いていないこ

とがある。結婚していない娘や息子、社会とのつながりがなかなか

乏しいような方が問題を抱え、それが相当深刻な問題になっている

ケースもある。今、問題になっている介護離職につながる。そうい
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う方々にも啓発が必要ではないかと感じている。 

早川委員  認知症の人と家族の集いでは、参加者の意見によって思いが引き

出されたり、複数の意見の中で方向性が見出せたりする。そのよう

な場に参加できる人がどれくらいいるかが一番の問題である。 

帆苅オブザーバー 国から認知症施策推進大綱が示されており、一読すると、当事者

が活躍できる場、その当事者に御協力いただき普及啓発するという

のが大きな柱になっているのが素晴らしいと思って見ている。 

認知症に対してネガティブなところを少しポジティブに変えて

いくためにも、残念ながらお亡くなりになった方など、不便だった

し不自由だったし困ったけれども、こういう幸せなこともあったと

か、そうではなかった等ということをうまく発信できないかと思う。

地域包括支援センターやケアマネジャーが担当した御遺族や御家

族の方で適任の方がいれば、協力をお願いするのも一つと思う。当

事者の方の講演というのは、非常に子どもたちにも響くようだし、

そういった方の講演を子どもたちに伝えていくということも有効

ではないかと思う。 

坪井部会長 当事者といっても、本人だけではなく、家族と話すと非常にいい

と思うので、その辺も御検討いただきたい。 

川瀬スーパーバイザー いくつかコメントさせていただく。最初の「本人の支援」に

関して言えば、大きく分けて二つの話で、一つは、早期受診と適切

な医療・介護の提供である。この働き掛けだが、かかりつけ医が何

らかの生活習慣病などを診ており、その患者が、あるいはその医師

が認知症に早く気付くことができればよい。それには、かかりつけ

医の認知症対応向上力研修というものがある。また、気付きのポイ

ントとしては、やはり薬局だと思う、薬の間違い等をどのように主

治医に返していくかである。 

もう一つ、初期集中支援チームについてである。チームを導入し

なければいけないような状態で非常に問題があるが、誰も介入でき

ないとき、どうすればよいか直接我々のクリニックに相談がきて始

まるケースもある。（初期集中支援につなげる）発信者はケアマネ

ジャーではないと思う。ケアマネジャーは介護保険の申請をした後

に担当するが、申請に必要な受診のために本人がクリニックに来て

くれることがまず難しい。家族だけが来るケースもある。介護保険

の申請までできれば相当いい。そこで、まずは市や民生委員、自治

会や地域包括支援センターから初期集中支援の対象者を上げるこ

とが必要である。 

ただ、チームを活用するレベルなのか判断に迷う場合は、認知症

疾患医療センターに相談をしてほしい。 

次に「啓発」だが、結局はイメージだ。どう明るく持っていくか。

認知症の疾患概念として、もの忘れが始まった 65 歳以降で「認知
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症が始まった」という考えが一般的だが、そうではない。40代から

脳の衰えが始まり、認知症はそこから始まっていて、脳の中の病理

学的な変化が進んでいき、機能の異常が少しずつ出てくる。一般の

人が認知症だと気付くのは、その病気の終末期である。がんの終末

期と同じである。そういうことを考えると、「そこにいる人の何人

かは、既に認知症に罹っているという考え方をしなさい」というこ

とである。高血圧、糖尿病、運動不足が、認知症を一歩ずつ進ませ

ている。一般の人を取り込んで啓発していくのであれば、まずは予

防の話で人を集めることがよい。これは私もやらなければいけない

と思っていたのだが、市民公開講座等を定期的にやるべきと思って

おり、そこは市にもある程度バックアップしてもらいたい。予防だ

と人は集まるかもしれないし、興味を持つかもしれない。既に認知

症を患っている人に対し、偏見をなくして明るいイメージをもって

もらい、生活の中でどのようによい対応をしてもらうかについては、

その次と思う。 

ＧＰＳについてだが、私たちのところで認知症の勉強会をやって

おり、今度のテーマが徘徊で、いくつかのＧＰＳ端末を扱っている

会社の人にも来てもらい、学ぶ予定である。値段も意外と安い。勉

強会の結果はホームページ上で公開したい。皆さんや市の担当者が

どのようなものが使えるかを理解し、患者やその家族に分かりやす

く説明できるようにつなげたいと思っている。 

坪井部会長 医師は一言二言しか話さないので気付きにくい。かかりつけ医で

一番気付きやすいのは、受付や会計である。支払いの仕方がおかし

い等の情報を医師に回してもらうと非常に有用なので、受付にも啓

発をするのがよいと思う。それから薬局も重要だと思う。 

５ その他 

  次回の開催について、８月下旬に予定している。 

６ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

（午後８時 45分閉会） 


