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令和２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２年 11月 12日（木）午後７時から８時 45分まで 

２ 会 場 三条東公民館 多目的ホール２ 

３ 出席状況 

(1) 出席委員 (11人) 

坪井康紀委員、早川直樹委員、米山 清委員、長谷川勝榮委員、中村一義委員、

佐藤雄一委員、高野栄子委員、安田清美委員、本田麻子委員、長谷川悦子委員、 

石附克也委員 

(2) 欠席委員 

 なし 

(3) スーパーバイザー 

 川瀬神経内科クリニック 院長 川瀬裕士医師 

(4) 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 赤塚晴美主任 

(5) 地域包括支援センター 

高井久恵センター長（嵐北）、小柳朋子センター長（栄） 

(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） 

地域包括ケア総合推進センター 郷センター長、野水次長、渡辺主査、渡邉主任、鈴木コー

ディネーター  

高齢介護課 土田課長、永井係長、松平主任（企画調整係）、榎本係長、古俣

主任（高齢福祉係）、渡辺係長（介護認定係） 

福祉課   鈴木係長（障がい福祉係） 

 

４ 議 題 

(1) 第８期介護保険事業計画における認知症施策に係る各年度の取組案について 

資料１に基づき説明 

   質問、意見なし 

 (2) 第８期介護保険事業計画における権利擁護施策に係る各年度の取組案について 

    資料１に基づき説明 

（質問、意見） 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 権利擁護に限らず、認知症施策の推進でも地域包括支援センターは

いろいろなところで役割が期待されている。今のマンパワーでできるの

か。第８期計画にこういったことを盛り込むと、自ずと予算や人員が考

慮されるのか。考慮してほしいと思う。 

事務局  計画に書き込む以上、実効性の担保が求められると理解している。担
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当課としては、計画に書き込む具体の施策の実施に向け、必要な予算、

また、その実働に伴う人員の確保については、最大限、新年度予算の協

議の中で財政当局に求めていきたいと考えている。今年度も引き続き訴

えていきたいと思う。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 地域包括支援センターの権利擁護に係る相談件数がわずか数年で倍

になっている。それはいろいろな活動の成果、地域包括支援センターの

頑張りもあると思う。また、私もそうだが、アドバイザー契約をしたが、

率直なところそれほど相談はない。余りに忙しすぎて、体制は整っても

回しきれていないのではないか。そもそも相談するのに資料をまとめな

ければいけない、そのための時間がないのではないか。 

  高齢者虐待についても通報件数は増えているが、弁護士会が関わるよ

うな連絡があるかというとそうでもない。相談は増えているが体制が整

わずに回しきれていない、有効な体制が執れていないかもしれないと思

うので、計画を実現するために頑張ってほしいと強く思う。 

  次に、13ページの「ア」の「水道、税等の関係部署には、職員の異動

があっても対応できるよう毎年度文書で通達」ということだが、水道、

税金を滞納するというのはよほどのことだと思う。職員の皆さんが一生

懸命いろいろな事情を聞いていると思うが、文書で通達では足りず、高

齢介護課を中心に企画している研修等に水道、税関係の人たちも参加し

てもらい、福祉的観点からの対応を身に着けてもらいたい。それは高齢

者、障がい者の自殺対策の関係で健康づくり課にも、市民窓口課にも関

わると思うが、そういったところにも周知して積極的に参加していただ

きたい。 

  最後に、成年後見の関係で言うと、高齢者の部分の議論はかなり進ん

できており、体制も強化していただいているので、後は先ほど申し上げ

たように人とお金のところをやっていけば実現可能になってきている

のではないかと思う。この分野で、障がい者、福祉課の関係が進んでい

るイメージがない。家族会に伝えて講座を実施したり、相談支援事業者

の職員研修を考えたりしていると思うが、なぜ進まないのか。それを検

討すると言ったところで、私は数年間ずっと障害分野に言っているのに

進まない。そこについて原因はどういうところにあり、それを今後どう

していきたいのか教えていただきたい。 

福祉課    私どもも高齢分野と一緒になり、どういった場面で必要なのかという

部分を一番発見できる相談支援専門員から研修に参加いただき、スキル

アップに努めていただいていると考えている。しかし、まだまだそうい

ったところの発見が弱いと思っているので、さらにスキルを上げていく

ように、また、家族へ権利擁護、成年後見制度についての周知を図って

いきたいと考えている。 

石附委員  この４月に、私どもは別法人から障がい者の利用者を百何十名引き継

ぎ、支援を行っているところである。そこで感じたのは、やはり、成年
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後見が後まわしになっているという印象がある。高齢の方はあと数年で

支援が終わってしまうところがあるが、障がい者は 10 年、20 年という

スパンなので、どうしても後まわしになっている。また、少しハードル

が高かったのかなという気がする。しかし、実際に関わってみると、グ

ループホームや法人が通帳を管理しているという方もおり、それは不適

切な状況なので早急に改善した方がいいケースはある。まずは成年後見

制度を利用することがそれほどハードルは高くないのだと、簡単にでき

て法人の負担も少なくなるのだということを分かってもらうようにし

ていただければいいと思う。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 先ほど福祉課が言ったように、障害分野においても福祉課で取り組

んでいるとは思っているが、実際のところ、今、石附委員がおっしゃっ

たようなところで、本来必要な人に利用されていなかったり、家族が頑

張りすぎて適切なタイミングを失っていたりということもあるのでは

ないか。今までどおり周知に努めていくとか、家族、職員に伝えていく

というだけだと余り変わらないという気がする。今まで働きかけていた

けれども不十分だったという分析と対策、具体的な取組が必要ではない

かと思うので、そういったことをお願いしたい。 

坪井部会長  中澤オブザーバーがおっしゃったように、このとおりにいけばすごく

いい権利擁護推進につながっていくと思うので、予算、マンパワーを何

とか確保し進めていただきたいと思う。 

 

(3) 認知症暮らしのガイドブック（認知症ケアパス）の改訂案について 

資料２に基づき説明 

（質問、意見） 

坪井部会長  認知症ケアサポート検討部会としては、今日出す意見で大体終わりと

いうことか。 

事務局  この場だけではなく、後日でも書面やメールで御意見をいただきたい。 

坪井部会長  もの忘れ相談医の掲載はやめたのか。 

事務局  もの忘れ相談医は、ほぼかかりつけ医なのではないかと思い、一覧表

までなくてもよいのではないかと思った。載せた方がいいということで

あれば、検討したいと思う。   

坪井部会長  もの忘れ相談医は余り機能していない印象もあるので、かかりつけ医

でいい気もする。地域包括支援センターからは何か意見はないか。 

小柳ｾﾝﾀｰ長  一新されたというのが第一印象である。表紙をめくるといきなり活字

があり、もう少しさらっと入れればいいのかなと思う。また、認知症疾

患医療センターの一覧だが、三条市として考えると、長岡市、柏崎市く

らいでいいのではないか。 

高井ｾﾝﾀｰ長  柏崎市や五泉市や胎内市等を入れたのは、実際に受診している患者が

いて情報を載せたのか。 

事務局  県の一覧表として掲載しただけである。佐渡市は受診しないだろうと
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思い除いたが、もっと絞った方がよいか迷ったところでもある。 

高井ｾﾝﾀｰ長  全体的に見て思ったのは、文字がとても多い。情報がたくさん載って

いるということなのだろうが、もう少し分かりやすく、字を減らしても

いいのではないか。私でも読むのが大変かなと思う。 

坪井部会長  私もそう思っていた。あくまでもガイドブックで専門書ではないと思

うので、字数は絞ってポイントだけにした方がいいのではないか。個人

的には認知症疾患医療センターもこの近隣だけでいいと思う。 

横山ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 細かいことを言うようで大変恐縮だが、タイトル等表記の統一を図

ることと、市民が読んだときに、文言の解説、索引のようなものも必要

なのではないか。 

  裏表紙のところの地域包括支援センターの表も説明をコンパクトに

した上で、他と同様に受付時間を入れるなど、表記の統一をした方がよ

い。 

  権利擁護のところだが、相談は新潟県弁護士会なども載せてはどうか

と思う。もう一工夫、分かりやすくしてはどうか。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 日常生活自立支援事業と成年後見制度の対象者を重ねていいのか社

会福祉協議会と相談が必要なのではないか。成年後見制度が利用できる

人は、日常生活自立支援事業では対象外と言われるのではないかと思う。 

長谷川(勝)委員 本人は、認知症ではないという思いが強いと思う。そこで、「早め

に相談、早めの受診のメリット」というところで、「軽度認知障害の早

目の段階で対処すれば」とあるが、「軽度認知障害」というのはどうい

うものなのか、中核症状の前の段階というのはどういうことなのかを教

えると、気付きが早くなるのではないかと思う。そこに至る前までの気

付き、受診に至る前の知識をもっと教えてあげるとよいのではないかと

思う。 

坪井部会長  おっしゃるとおりで、家族が「あれ？」と思うときにはもう本人が認

めたがらずに受診しないということが多々ある。そこのハードルを下げ

てあげるということである。 

赤塚ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ターゲットが市民の方なのか、支援者等活用する人なのか、どちら向

けかによっても入れる情報が変わってくると思う。想定としてはどちら

なのか。 

事務局  最初の気付きから相談、受診につながるところまでは、できれば市民

の方に手に取っていただき、市民に伝わるものにしていきたいと思って

いる。それ以降の支援機関につながってからの情報は、支援者の中にも

様々な情報や制度を知らない方もいるのではないかと思うので、支援者

がこれを見ながら利用者との相談で活用できるといいのではないかと

いう意見がワーキングでは出ていた。ただ、ところどころでメッセージ

的な要素が少し入っているのだが、そこは市民に分かっていただきたい

というところで入れた。もう少しその辺りも整理が必要かもしれない。 

坪井部会長  ２ページの最初の、「認知症について知りたい」のところはこんなに
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詳しくなくてもいいのではないかと思う。 

川瀬ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ もう少し短くてもいいような気がする。 

坪井部会長  みんなそれぞれ必要な内容だが、少しずつ字数を減らすとどうか。ま

ず、ぱっと見て読む気がしない。我々が見てもそう思うのに、市民は読

むのかなと思う。どこを省くかというのは難しいとは思うが、皆様の意

見を聞きながら作成してほしい。 

弥久保推進員 私もこのワーキングに入っているが、このガイドブックはそもそも最

初から最後まで読むものとして作るものなのかというところがある。自

分や家族が認知症になったら、該当する部分を中心に読み進めるのでは

ないかと思った。いろいろな方がいらっしゃると思うが、全体に読みや

すいというよりも、必要な情報がきちんと書かれていることが必要だと

思ったので、何となく全部は読みやすかったけれども、１回読んだらご

み箱に捨てる、という内容にはならないでほしいと思う。 

坪井部会長  なかなか難しいところである。大筋で弥久保推進員が言っていたよう

に行くのか、少しすっきりさせるのか。 

川瀬ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ やはり強弱が必要。見たいところだけ見るにしても、これがすべて

である必要はないという気がする。恐らくこれで認知症に関する制度を

全部学ぶということはではなく、実際にそのあと会う医療機関、ケアマ

ネジャー、地域包括支援センターなどから言葉として説明され、初めて

理解していくと思うので、ある程度の読みやすさは必要と思う。 

  一般の方にとって分かりやすいのであれば、専門職でも使いやすいと

思う。そうすると、やはり興味がある話題、内容を最初に持ってくる。

結論から言うと、一般の人は自分が認知症になりたくないとみんな思っ

ていて、そのためにどうすればいいか、自分が認知症にならないために、

その目的を達成するためにどういう制度等があるのか述べられていけ

ばいいと思う。 

  もう一つは、自分の家族が認知症になり、その対応で苦慮してどうし

ようもない、しかし、そこには道がある、薬物療法や介護保険制度等が

あるということ。家族がＰＴＳＤでふらふらになって困っている人がた

くさんいて、どこに相談するか、あきらめるしかないのかと思っている

人もいるだろう。一般の人がぱっと見てすぐ飛びつくような入口がある

といいと思う。 

横山ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 目次と索引を作るしかないのではないか。そうでないと、最後まで読

まないと（必要な情報が）出てこないということになってしまう。中身

は興味があったところを読むことでよいのではないか。   

坪井部会長  いろいろな意見があって難しいが、これ１冊で何とかしたいのか。 

事務局  今言われた目次と索引を入れ、気になったところを見たときに支援者、

医療につながるなど、必要な情報にたどり着くところまでの情報は載せ

たいと思っている。 

長谷川(勝)委員 必要な情報、知識をまとめてお知らせすることはとても大事なこと。
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うちの家族にそれらしき何かあるという方はとても関心を持つし、家族

全体が健康であれば見ないというのは、どの資料にも共通すると思う。

やはり、必要な情報、知識は提供するということで、これはこれで市民

向けに必要な人にはたくさんの情報が入っていると思う。表紙のインパ

クトを、次に進んでみようかという工夫をしてもらえるとよい。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 資料２の現状と課題のところを見ると、中身の問題とは別に配布方

法の課題があるが、それを受けて今回はどのように周知、配布しようと

思っているか教えていただきたい。 

事務局  活用方法については次回のワーキングで詳しく検討する予定にして

いる。全戸配布のような形はやめようと思っている。講座や集いの場な

ど、こちらが説明しながら配るような形を検討している。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 今後検討いただけるというのであればお願いしたいのだが、関心を

持っている人でそういう場に集まってくる人には必要だと思うが、逆に

そこに集まってこない人にはどうするか御検討いただきたい。 

坪井部会長  どこかにまとめて置いておくということはあるか。 

事務局  各医療機関などで待ち時間に手に取れるような形など、あらゆる場所

に設置していきたいとは思う。手に取ってもらえるよう、もう少し表紙

の工夫もしたい。 

米山委員  どこでやるかということになると大変になるので、やはり、最終的に

は全戸配布になると思うのだが、ガイドブックにもチェックリスト式に、

何点になったら何ページを御覧ください、という方法でやればどうか。

高齢者は認知症にならないように一生懸命ゲーム機でゲームをやって

いる。そういうゲーム的なものを作り、最終的にガイドブックの何ペー

ジを見ればどこに行けばいいか分かる、何をしたらいいか分かるという

ような冊子を作っていただけると、使えるのではないか。 

 

 (4) 要介護認定における軽度認定者割合に関する検証について 

資料３に基づき説明 

  

（まとめ） 

 川瀬ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 今回も非常に大事な会だったと思う。三条市がこれからどうなる

か、いろいろな方が発言をしていただいた。毎日認知症の方を診てその

悩みに向き合っているわけだが、その中で介護保険制度というのは、薬

ではどうにもならない、薬を最小限にした中で非常に大事な武器の一つ

であり、それをうまく使えるようになっていきたいと思う。 

  最後の話だが、これがうまくできていないということは、その先に適

切な介護を受けられていない方がたくさんいるということ。そして、今

もいる。原因は、私も認定審査会にも出ているし、主治医意見書も書い

ているし認知症の診断もしているので大体分かっているので、これから

改善していければいいのではないかと思っている。 
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  少し前に認知症疾患医療センターの県央地区の会議をウェブで開催

し、燕市、田上町、加茂市の方にも参加していただき、この話題が出た。 

認知症なのに介護保険制度を使えないというのはそもそもおかしい

ということだ。三条市以外の患者でＭＣＩレベルでも（認定が）通って

いるのを私もたくさん見ている。家族が真剣に介護をしている人であれ

ば、うまく窮状を伝えられ介護認定が通ることは多いが、いわゆるネグ

レクトに近いような介護体制になっている人、私たちのところで言うと

認知症の人がいて生活状態がかなり悪くなっているのに、その人だけで

受診し、家族が付いて来ない、家の状況も分からないし、管理もしてく

れない、そういう人はわざわざ電話をして何とか家族を呼び出し、介護

保険制度を説明し、うまく利用してほしいと言うが、そういう家族ほど

調査員が来たときにきちんと答えないということがある。認知症で困っ

ている問題は、調査表を基に探して掘り出していかないと出てこないも

のがたくさんある。特に４群はそうだと思う。その辺をしっかり把握し

ていくことも大事だと思う。これからが一番大事なところだと思うので、

やっていただきたいと思う。 

  最後にケアパスに関して一言言い忘れたのだが、相談窓口がとても多

く、どこに相談したらいいのか迷ってしまうので、できるかどうかは分

からないが、ある程度一本化してそこで振り分けてもらうのもありでは

ないかと思う。 

 

５ その他 

次回の開催について、２月に予定していること、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 

 

６ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

（午後９時閉会） 


