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令和元年度第２回神奈川県認知症対策推進協議会議事録（令和２年２月 13日） 

 

○山本高齢福祉課長（開催あいさつ） 

 本日は、お忙しいところ神奈川県認知症対策推進協議会にご出席いただきまして、ありが

とうございます。ここ最近、新型コロナウイルス対応等でお忙しくていらっしゃる方もいら

っしゃると思いますが、この場をお借りしまして御礼申し上げます。 

さて、昨年 12月の第１回協議会で、県域の認知症疾患医療センター事業評価、令和元年度

の事業進捗についてご協議いただきましてありがとうございました。県では先週７日に、来

年度の当初予算案の概要について記者発表をさせていただきまして、これから県議会で議論

いただくところでございますが、高齢者福祉施策の推進につきましては、高齢者が生き生き

と暮らせる保健福祉の充実のために、地域包括ケアシステムの深化推進、そして、認知症の

人にやさしい地域づくりといたしまして、総合的な認知症施策を推進することとしておりま

す。 

一部新規事業といたしましては、今年度事業評価を実施いたしました県指定の認知症疾患

医療センター運営事業費については、診断後の認知症の人や家族に対して、日常生活を円滑

に送るための支援を強化する予算を拡充いたしました。また、認知症施策推進大綱の策定を

受け、国において認知症サポーター活動促進事業の再編がございまして、チームオレンジと

いうものを全市町村に設置する方向性が示されましたことから、県独自事業としてこれまで

進めて参りました、オレンジパートナー活動支援事業を基盤として、市町村の体制整備を促

進するため人材育成等の広域支援を充実して参りたいと考えており、本日は、今年度の事業

実績及び来年度事業の計画をお諮りしたいと考えております。 

こうした中、来年度は令和３年度からの３か年の第８期の高齢者保健福祉計画の改定年に

なります。平成 30年度第２回の認知症対策推進協議会において、認知症施策の評価について

ご提案させていただいたところ、評価の視点や内容について再検討するべくご意見をいただ

いておりました。改めまして、第８期計画に反映していくために、県の認知症施策評価につ

いて、本日、ご議論いただきたいと考えております。 

限られた時間でございますが、皆様から忌憚のないご意見をいただきまして、本県の認知

症施策を推進して参りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局  

これ以降の議事の進行は、𠮷井会長からよろしくお願いいたします。 

○𠮷井会長  

それでは今日の議題に入りたいと思います。ちょうど年度末ということで、今年一年の神

奈川県における認知症施策の実績を報告していただくとともに、令和２年度認知症施策推進

計画についてもご説明いただきます。 

それでは早速最初の項目であります、今年度の認知症施策実績について、県の方から説明

お願いします。 

 

議題１「令和元年度認知症施策実績及び令和２年度認知症施策推進計画について」 

○事務局  

資料１－１の令和元年度認知症施策事業実績及び令和２年度認知症施策推進計画について

ご説明いたします。神奈川県の認知症施策の取組について、事業別で記載しております。昨

年度までは新オレンジプランに沿って事業を並べていましたが、参考資料１にありますよう

に、令和元年６月に認知症施策推進大綱が決定されました。参考資料１に大綱の概要図があ

りますが、かなり細かくなっておりますので、Ａ３で推進大綱の概要図を添付しておりま

す。こちらの具体的な施策の並びに合わせた事業の並びになっております。 



2 

まず神奈川県認知症対策推進協議会等での検討ですが、この協議会、かながわ高齢者あん

しん介護推進会議を実施しております。この表の右側に令和元年度の実績見込、令和２年度

の計画、予算額を記載しております。協議会については、今年度２回、ワーキング２回、あ

んしん会議は１回、部会を３回行っております。来年度は、協議会は同じく２回、ワーキン

グ２回、あんしん介護は１回、部会が４回という予定になっております。 

続きまして①番の普及啓発・本人発信支援ですが、まず一つ目が認知症サポーター等養成

です。認知症キャラバン・メイトの養成、サポーター養成講座拡充の支援を実施しておりま

す。実績ですが、キャラバン・メイトを今年度 658人養成予定で、来年度は 800人程度養成

を予定しております。 

続いて、広報・啓発活動です。各種広報・啓発事業ですが、世界アルツハイマーデーに県

庁ライトアップ、認知症シンポジウム等を実施しました。世界アルツハイマーデーかながわ

イベントに関して、今年度は９月 20日に実施しました。また、９月の 19日、21日に、県の

本庁舎やコスモクロック 21等のオレンジライトアップを実施しまして、参加者は約 600名と

なっております。そして、認知症シンポジウムを今年度初めて実施しました。若年性認知症

当事者の丹野智文さんにも御講演いただきまして、参加者は 203名となっております。来年

度に関しては、同じくアルツハイマーデーかながわのイベントを９月 18日に実施し、併せて

ライトアップを実施します。 

②番の予防（未病改善）、コグニサイズの全県展開です。実績の欄にありますように、普及

啓発冊子及びステップアップ動画を作成しております。来年度についてはコグニサイズ地域

ミーティングの拡充を行っていきます。 

③番の医療・ケア・介護サービス・介護者への支援です。まず、かかりつけ医認知症対応

力向上研修です。こちらに関しては県から政令市へ補助を出しておりますので、政令市の実

績も含んでおります。かかりつけ医に関しては、210名修了予定でして、来年度は 270名修了

を予定しております。認知症サポート医養成研修、病院勤務の医療従事者向け認知症対応力

向上研修に関してもそれぞれ政令市の実績も含んだ数になっております。まず、サポート医

養成研修ですが、これまで実施してきた、国立長寿医療研究センターへのサポート医養成研

修派遣を継続していくとともに、県としては平成 30年度からサポート医フォローアップ研修

を実施しております。こちらは県医師会に委託をしておりまして、今年度は２月 20日に研修

を行う予定です。その下の研修に関しては、それぞれ各職種向けに認知症対応力向上研修を

実施しております。実績・計画については、記載のとおりとなります。 

認知症疾患医療センター運営事業です。こちらは一部新規事業です。これまでのセンター

運営事業に加えまして、取組状況の欄にあるとおり、令和２年度より日常生活支援の新メニ

ューを活用し、必要に応じて診断後の日常生活相談支援及び当事者等によるピアサポート活

動を実施していくと計画しております。これに伴い、令和元年度の予算額は 1,800万円程度

だったのですが、来年度は 2,598万円に拡充しています。 

続いて、認知症介護実践者研修等ですが、こちらも一部政令市への補助を実施しておりま

すので、政令市の数値を含んでいます。実績・計画値については記載のとおりとなっており

ます。 

続いて、認知症総合支援事業です。認知症初期集中支援チーム員研修は国立長寿医療研究

センターへの派遣を継続して実施していきます。また令和元年度から、認知症初期集中支援

チーム員フォローアップ研修を実施いたしました。今年度は２回実施し、180人が修了しまし

た。来年度も継続して実施していきます。認知症地域支援推進員研修は、これまでも県直営

として研修実施をしていたのですが、今年度から新任者向け、現任者向けと分けて実施して

おります。実績は、東京センターで実施をしている推進員研修への派遣は 24名、県直営の研

修は新任者向け 40名、現任者向け 267名という実績見込です。来年度は 300名程度を見込ん
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でいます。 

④番の認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援です。若年

性認知症支援コーディネーターですが、現在、県内３か所に設置をしております。県所管域

として２か所、平成 30年度から横浜市が１か所設置をされまして、計３か所の配置となって

おります。一般用、本人家族向けリーフレットの作成を今年度実施しました。昨年度の協議

会ワーキンググループでリーフレットの内容を検討し、その結果を協議会に諮り、今年度作

成いたしました。こちらのリーフレットについては、次年度も継続して作成していきたいと

思っております。若年性認知症の人が活躍できる仕組みづくり事業は、今年度からは令和２

年度までモデル事業として実施しております。新たに若年性認知症支援コーディネーターを

１名配置しました。これまで県域では県東部、県西部の２か所に設置をしていましたが、そ

のうちの県東部・久里浜医療センターに、新たにコーディネーターを１名配置しまして、モ

デル地区２か所、県東部・県西部でそれぞれ毎月１回実施しております。こちらの内容につ

いては、後ほどご説明させていただきます。 

続いて、認知症サポーター活動支援として、オレンジパートナーの活動支援事業です。こ

ちらはパートナーの活動の仕組みづくり事業として、家族会に委託をして今年度から実施を

しております。こちらについても後程ご説明をさせていただきます。 

最後に、認知症等行方不明ＳＯＳネットワークの運営です。取組状況欄にあるように、行

方不明になるおそれのある方の県警察への事前登録の推進を実施しております。今年度は 800

件、来年度は 1,000件を見込んでいます。 

次のページからは県の高齢者保健福祉計画に沿って、神奈川県における高齢者を取り巻く

状況から始まりまして、15ページに神奈川県の取組状況を記載しております。こちらの取組

状況については、先ほどの表にあった取組についてそれぞれ記載しております。内容がかな

り多いので、後程ご覧ください。20ページに、令和２年度主要事業概要（新規のみ抜粋）と

して、来年度から実施する事業について、２つほど抜粋をしております。一つ目が認知症疾

患医療センターの運営事業費です。先程もご紹介しましたが地域における認知症医療介護連

携を充実するため、センターにおいて専門医療機関を提供するとともに、新たに日常生活を

継続するための支援を行う。その新たな取組の内容がその下に記載してあります。疾患医療

センターの事業概要として、日常生活支援機能が追加されました。診断後の認知症の人や家

族に対する相談支援、これまで診断前の専門医療相談を受けておりましたが、併せて診断後

の相談支援、それから当事者等によるピア活動や交流会の開催について、必要に応じて行う

取組として整理されたことに伴い、事業内容を追加したものになります。こちらについて

は、令和２年度に各センターで実施をしていただく予定となっております。オレンジパート

ナーの事業につきましては後程令和元年度の取組とともにご紹介させていただきます。 

続きまして資料１－２をご覧ください。若年性認知症の人の活躍できる仕組みづくり事業

をご報告したいと思います。この事業は、若年性認知症の人が役割を担うことができる居場

所の一つとして、認知症カフェ等を活用し、若年性認知症の本人主体による多世代交流の場

を設置するモデル事業として実施します。事業内容としては、多世代交流の居場所づくりの

準備、子どもの居場所と連携した事業展開です。 

実施計画は、一つは南足柄市で実施します「金ちゃん農園」、もう一つは逗子市の「子ども

０円食堂プロジェクト」です。令和元年９月１日から令和３年３月 31日までモデル事業とし

て実施します。 

概要として、まずは金ちゃん農園の説明をします。月１回、第４火曜日の昼前に、南足柄

市の地域包括支援センターに集まっていただき、お昼を食べながら近況報告及びミーティン

グを実施して、その後農園まで移動します。片道 20分程度歩いて農園に行き、草むしりをし

たり、種植えをしたり、秋は収穫等を子どもたちと実施いたしました。10月から実施予定だ
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ったのですが、台風の影響等でようやく 11月 1日から開始しました。農園ですので、天候に

左右されやすいような状況です。本人家族は２名から３名ほど来ていただいています。なか

なか県西地域の方で活躍できる方が難しくて、介護保険事業所に通所されている方をご紹介

していただいて、家族と一緒に参加していただいている状況です。本人の反応としては、芋

ほりが楽しかった、子どもと触れ合えた等、皆さんとても表情が良かった、といったものが

ありました。家族からは、収穫した野菜を持ち帰ることができとてもうれしかった、夫の行

動が日頃見られないのでこのようなこともできるのかと思った等の感想があり、家族にとっ

てもレクリエーションを兼ねていたような形でした。また介護保険事業所からは、若年性認

知症の方の通所の日数が限られているので、活躍できる場所を新たに設置してもらって本人

も家族も良かったという感想があったと聞きました。事業評価としては、本人の状況に合わ

せた活動ができているかと思っています。また、子供の参加は、本人の癒しにもなってい

て、本当に良かったかと思いますが、２回目、３回目の実施の際には、子供の参加が無かっ

たので、今後調整が必要かと思います。また参加される方は、南足柄市外から来ていただい

ている方、家族と共に参加される方が多いので、１人で他の地域から参加するということが

難しく、移動支援もこれから必要なのではないかと思いました。 

続いて、逗子の子ども０円食堂です。こちらは毎月第２土曜日の９時半に新逗子駅に集合

して、小学校のふれあいスクールというところで、一緒に昼食の準備や片付け、いろいろ話

をしたりしています。子どもたちがたくさん来るので、子どもたちと触れ合ったりしていま

す。こちらも 11月から実施して、本人が３～５名ほど、ご家族の方も一緒に来ていただいて

いるような状況です。調理を中心に、子どもたちが遊んだりして実施していますが、認知症

が進んでいる方も一緒に調理や拭き掃除を率先してやっていただいているので、なかなか活

躍できるなという感じは見受けられました。本人さんからの感想としては、みんなにいろい

ろ料理を作れてよかった、なかなか子どもと遊ぶ機会がなかったのでとてもいい経験になっ

た、自分も子どもたちと接して子どもの頃に戻った・若返った、自分の子育てを思い出して

懐かしかった等がありました。ご家族からは、大勢で目標に向かって取り組めて楽しかっ

た、昔のお母さんのことを思い出しました、家では包丁を使わせていないので体験出来てと

ても良いです等といった話がありました。また、ボランティアからは、本人さんの人柄やス

キルの高さに感動しましたというご意見もありました。 

事業評価としては、最初は包丁を持ってできるのかなと思ったのですが、自然に培ったも

のなのでお料理ができたり、素晴らしかったと思っています。それから、ご家族も改めてお

母さんと一緒にやれて楽しかった等の意見があり、とても有意義な時間を過ごせたのではな

いかと思います。課題としては、担当者から、参加される方の調整が難しいという話があり

ました。 

続いて、令和元年度の新規事業、オレンジパートナー活動支援事業についてご説明しま

す。資料１－３及び参考資料２に基づいて説明させていただきます。このオレンジパートナ

ー支援事業の経緯が、平成 29年度、30年度に認知症サポーターの質の向上を目的として、認

知症サポーターのステップアップ研修を実施し、修了者をボランティア登録するという事業

をモデル事業として県で実施をしました。その中で、登録していただいたオレンジパートナ

ーの活動が促進されないという現状を踏まえまして、今年度につきましては、オレンジパー

トナーの方々の活動をさらに盛り上げる仕組みづくり、地域における活動ニーズとオレンジ

パートナーの方々との活動をつなげる仕組みづくり事業ということで実施をして参りまし

た。 

事業内容につきましては、資料１－３の２番に記載のとおり、（１）から（５）まで大きく

５つ、実施を目指して参りました。 

（１）のオレンジパートナー等への活動支援につきましては、アの活動募集情報の集約と



5 

情報提供ということで、県や市町村等事業でのオレンジパートナーの活動のニーズを活動募

集情報として集約しまして、各オレンジパートナーに情報提供を行うということをやって参

りました。また、オレンジパートナーの方から、活動場所の探し方がわからないというご意

見を多くいただいておりましたので、その活動のプラットフォームとなるようなホームペー

ジの開設を今年度事業として実施しており、公開に向けての最終的な調整を行っている段階

です。 

（２）のオレンジパートナー連絡会議につきましては、市町村の認知症施策の担当の方

や、地域の支援団体の方に加わっていただき、地域での活動事例や課題の共有を行いまし

て、広域的な活動のネットワークの構築を図っています。このネットワークにつきまして

は、オレンジパートナーネットワークという名称で運用を進めていきたいと考えているとこ

ろです。 

（３）の活動事例報告会につきましては、既に地域で活躍されているオレンジパートナー

の方々の活動事例を報告していただき、併せて活動マッチング交流会を実施しまして、その

場で活動につなげるような報告会を実施しました。 

（４）の市町村に対する人材育成支援は、今年度、市町村でステップアップ研修の実施

や、その修了者の方々の活用をより促進していただくための研修会として３月に実施を予定

しております。 

（５）のオレンジパートナーの活動状況に係る調査は、報告会の際にアンケートで活動状

況の調査を実施しているところです。 

実施状況の報告ですが、連絡会議につきましては、国から今年度方針が示された、チーム

オレンジの実施に向けて各地域での現状や課題の共有に繋がった点が一つ成果、実施状況と

して挙げられると思います。また活動事例報告会につきましては、現在１回実施をしている

ところですけれども、すでに活動されている方からご報告をいただくことで、参加された方

にとっても、具体的に活動をどうやっていけばいいのかイメージが湧いたという意見もあり

ました。またマッチング交流会を行うことで、活動を募集したい市町村側と活動したいオレ

ンジパートナーが、実際にその場での連絡先交換等に繋げることができたという点も成果で

はないかと考えております。 

来年度の事業について簡単に補足します。参考資料２をご覧ください。先程、高齢福祉課

長からご挨拶申し上げた際にも少し話がありましたけれども、来年度、認知症サポーター活

動促進事業の再編ということで、認知症の方ご本人、御家族の支援ニーズと認知症サポータ

ーを中心とした支援者を繋ぐ仕組みであるチームオレンジというものを、各市町村で 2025年

度までに設置をするべく進めていくという方針が示されています。この事業の中で、都道府

県の役割として、市町村が配置するチームオレンジのコーディネーター、メンバー等に対す

る研修を行う等、チームオレンジの実施に係る側面的な支援を行うことが示されています。

これを踏まえて、令和２年度につきましては、オレンジパートナー活動支援事業の中で、市

町村で主体的に整備を進めるチームオレンジのコーディネーターの方等を対象にした研修を

実施していく予定です。 

次に横浜市で行っております新規事業について、本日横浜市は欠席ですので、事務局から

ご紹介させていただきます。参考資料３をご覧ください。横浜市もの忘れ検診のパンフレッ

トです。こちらのパンフレットをめくっていただきますと、横浜市の記者発表資料が挟まっ

ています。こちらに沿ってご紹介させていただきます。 

認知症の早期発見、早期対応を進めるため、市内にお住まいの 65歳以上の方を対象に、も

の忘れ検診、認知症の簡易検査を無料で実施します。検診は市内医療機関 89か所で受けられ

ます。１月 15日から各医療機関で直接予約を受け付けます。もの忘れ検診はモデル事業とし

て実施します。その下に具体的な内容が記載されています。対象としては横浜市にお住まい
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の 65歳以上の方で、認知症の診断をこれまで受けたことが無い方です。診断を行う医療機関

は 89か所あります。市の方で認知症の診断治療を行う医療機関リストを持っており、そこか

らお声掛けをして、手を挙げてくれたところに依頼をしていると伺っております。実施期間

としては１月 15日から受付を開始しまして、検診機関は１月 20日から３月 31日までです。

現在、１月の受診結果が少しずつ帰ってきている状況で、新聞でもの忘れ検診が紹介されま

したので、それを見て受診された方も多かったということです。費用は無料です。市で予算

500万円程度を用意して、こちらの診断を実施しております。具体的な検診の流れとしまして

は、右側にありますように、まず医療機関を選んで、医療機関へ直接電話をして予約をし

て、そして受診するという流れになっております。検診期間は今年度３月 31日までとなって

おりますが、次年度については医師会と調整中で、調整が終わりましたら、次年度９月、10

月頃から実施予定と伺っております。 

○𠮷井会長  

今年１年振り返って、県としての仕事として大きかったのは、やはり、認知症疾患医療セ

ンターの見直し事業です。かなり時間をかけて検討して、今後の認知症疾患医療センターの

あり方、それぞれのセンターに対する要望等を出させていただきました。実際に県として認

知症対策として取り組む内容は、先程ご説明がありましたように、一覧表にするとこんなに

たくさんのことを手がけている。いろいろな立場から実施をしているということだと思いま

す。その成果はどうなのかということは、また今後検討しなければいけないし、その中でい

ろいろな課題も出てきておりますので、それについても検討をして、解決していかなければ

いけません。もし、方向性に修正が必要であれば、見直した時点で、それについての意見を

皆様からまたいただいて、直していきたいと思います。どの事業でもよいのですが、何か県

からの説明でご質問があればこの場でお受けしたいと思います。 

○佐藤委員  

神奈川県薬剤師会の佐藤と申します。資料１－１の３ページ、４ページの中段の上のあた

りに、薬剤師認知症対応力向上研修事業があり、課題として、継続した研修の実施と書いて

あります。何回か研修を実施していて、正直、薬剤師の方は年々受講数が減っている現実が

あります。実際に受けた方も、それでどうしたらいいかという形で止まっている薬剤師が多

いような気がします。先ほど高齢福祉課の方からも、オレンジパートナーになった人をどう

するかという施策の説明があったと思います。薬剤師の場合は、目指す方向性として、かか

りつけ医との連携と書いてあるのですけれども、大綱も出たことですし、あとは、認知症の

方の自己決定等、その人を支援する中で多職種の連携が大事だと思うので、来年度の研修会

は、委託事業ですが、ぜひ他の職種と連携できるような形で実施できればと思います。委託

だと、どうしてもその会だけでやりがちですので、是非とも行政に音頭を取ってもらい、で

きるだけいろいろなところが一緒になってできる研修会だとより良いかと思います。 

また、薬剤師研修の目指す方向性の欄で、かかりつけ医との連携と書いてありますが、こ

れもとても大事ですが、これだけではないと思うので、かかりつけ医を始めとした医療介護

の多職種との連携、というような形で書いていただけると、よりはっきりして良いかと思い

ます。 

○𠮷井会長  

大変重要なご指摘です。薬剤師の方々も認知症についての理解を深めていただく目的で研

修会を組んでいるわけですけれども、実際、認知症の患者さんは薬剤師の人たちだけが診て

いるわけでなくて、いろいろな職種の方が総合的に対応するということであるとすれば、医

師も含めた連携だけではなく、もっといろいろな職種の方々と一緒になる研修会を今後検討

していただきたいと思います。いろいろな方が集まることによって情報交換が行われて、お

互いの職種を理解するということに繋がると思いますので、来年度そういった機会があれ
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ば、ご検討いただければと思います。それは決して薬剤師の方だけではなく、例えば看護師

の方もそうだと思います。看護師さんも非常に重要な役割を担っていると思いますけれど

も、看護師だけが認知症を診ているわけではないので、福祉系の方々とも一緒に役割をもう

一度見直すという意味で研修会を実施した方が良いかと思います。これについて看護協会の

方から何か御意見がありますか。実際に今年、看護師を対象とした研修会を行われた訳です

けれども、いかがでしたでしょうか。 

○長場委員  

看護の方も同じで、やはり研修者が少しずつ減少傾向には確かにありますし、研修を受け

た人たちが、今後それをどうやって活かすかというところに、やはり非常にとまどうことが

多いので、多職種連携で研修会を開催できると一番良いかと思います。今、在宅医療トレー

ニングセンターで様々な職種が共同していろいろ研修を開催しておりますので、そういった

ところも参考にしていただきながらやっていけると良いと思います。 

○𠮷井会長  

ややマンネリ化してきたという言葉を参加者が言ってきたということもあるので、それを

刺激するということでは、今言ったような新しい試みで研修会を開催することも必要だと思

うのですが、山田委員いかがでしょう。 

○山田委員  

私もその通りだと思います。いくつもの職種の方々が一緒の研修会場で同じ空気を吸うだ

けでも悪くはないかと思いますけれども、グループワークのような形で、一つのグループに

多職種を入れて、何かテーマを決めて話し合いをしていただくような形であると溶け込みや

すいのかということを感じながら聞かせていただきました。 

○篠原委員  

各論的な話になるのですが、現場レベルで、一番薬で問題になっているのは、認知症の方

が１人で暮らしている場合、ロールモデル化している場合、いろいろなパターンが多分ある

と思います。問題は、アドヒアランス（服薬遵守）の問題、それからポリファーマシーの問

題。その辺りを医師会側としては、もう少し薬剤師側からも踏み込んでもらいたいと、意見

として思っています。飲み残しがどれくらいあるのか。捨てられているものも結構あると思

います。その辺りを突っ込んでいって、かかりつけ医にぜひきっちりフィードバックしてい

ただければと思います。長場委員からありましたように、在宅医療トレーニングセンターで

多職種が集まっておりますので、ぜひそういう場を利用されて、多職種とこの問題について

しっかり共有できたらと思っております。 

○𠮷井会長  

ありがとうございます。今、二つのキーワードが出ました。アドヒアランスと言って、要

するに薬をきちんと飲めるかどうかという問題と、それから医師側にも問題があると思うの

ですけれども、ポリファーマシーという言葉。高齢者になればなるほど、たくさんの薬を飲

んでいる。かえってそれがお互いの薬剤同士の相互作用、副作用につながっている可能性が

あるかもしれなということが指摘されていて、それは医療経済的にも好ましくないというこ

とで今、見直しが行われているところだと思います。薬剤師会としては、今篠原委員が問題

提起されましたことへの対応として、そういったことを一つのテーマに取り上げて、検討も

しくは研修会の中で論議ができればいいかと思うのですが、その点何か現状について、皆様

方にご報告していただくことがありますか。 

○佐藤委員  

研修会ではもちろん、ポリファーマシーの点等はもう前から取り組んでいるところです。

例えば居宅療養管理に行かれている方で、主治医の方には報告書という形であげているのが

現状です。それでもまだもう少し進めた方が良いと思うのですが、件数は年々増えていって
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いると感じています。 

先ほどの山田委員のプランとして、多職種で集まってグループワークできたら良いという

話があったと思うのですけれども、医師と歯科医師と薬剤師の３師でワーキンググループを

作って、来年度の認知症対応力向上研修のテキストを今練っているところです。私はそのワ

ーキングに入らせていただいているのですが、そこで多職種が集まって、あるストーリーが

あって、それを見て我々は何ができるでしょう、といったきっかけづくりになるような資料

やテキストを作成しています。まだ決まっていないのですが、来年それが新しく出てきた

ら、是非ともそれを使って多職種でそういうものができたら良いと思います。 

○𠮷井会長  

ぜひとも、完成したら皆さんに配っていただいて、読ませていただきたいと思います。こ

こでの結論は、多分それぞれ医師会や、薬剤師会等の単独の認知症に対する対策よりも、や

はり総合的に多職種で連携しながら、問題の取組みについて考えていった方がより効率的で

すし、よりたくさんのプロダクトが出てくる可能性もあります。現在のいろいろな問題点を

解決する一つの方向性を見出せるかもしれないということでしたので、今後そういう研修会

をしていく上でその点をご配慮いただけたら良いかと思います。 

これとは別に県からの今年度の施策事業について、それぞれの立場から何かご意見ご質問

はございませんか。 

○松下委員  

県の事業ということではないのでこの場でお話するべきことなのかどうか分からないので

すが、先ほどの参考資料３で横浜市でのもの忘れ検診のご紹介がありましたので、これにつ

いてお話しします。私どもの施設は横須賀市にございますので、これとは直接関係はないの

ですが、地域の開業の先生、内科の先生ですが、ご家族の話では、特に相談した訳ではない

けれども、いつもの持病の診療でかかったら長谷川式をやられて、それで引っかかったから

久里浜に行って来いと言われて久里浜を受診されたという方が結構立て続けに来られまし

た。果たしてもの忘れの検診というものがそういった、例えば生活習慣病やがん検診と同じ

ような扱いで行われることが果たして適当なのかどうかということに少し疑問を持ったもの

ですから、この場で少しお話をさせていただいた方がいいかと思いました。もちろんそのご

家族の方が、あるいはそのご本人が不安に思っていたり困っていて、それでかかりつけ医に

相談をされて、その結果久里浜をご紹介いただくのであれば、これは全く問題ないと思いま

す。しかし、何組か来られたご家族の方全員が、確かにもの忘れがあるとお感じになってい

るが年を取ればこのようなものだろうと思っていて、生活も成り立っているので良いのでは

ないかとおっしゃっていたものですから、果たして少し認知機能に低下があるから、では専

門医療に行きましょう、という検診のあり方が適切なのかどうかというのは、少しお考えい

ただいた方がいいかという疑問を感じましたもので、ご紹介させていただきました。 

○𠮷井会長  

これだけ高齢化社会になると、多くの方々がもの忘れとか、認知症の初期症状を自覚さ

れ、実際に開業医の先生方から長谷川式やＭＭＳＥで点数が低いからもっと精査をしなさい

という形で送られて来ると、本当にたくさんの方々が大きな医療機関を受診することにな

り、大きな医療機関は、センターもそうですが、パンクしてしまう可能性もあります。実際

はそういった方々の中にも普通の外来で済む方もいらっしゃることもあるので、その辺の見

極めをどうするかという問題が一つあると思います。ただ反対に認知症という立場から考え

ると、早期に見つけないとなかなか良い医療を提供できないということも確かにあり、その

ジレンマは高齢化社会における一つの大きな問題で、今後それをどう解決していけば良いか

ということも、県の施策事業の一つとして、もう少し前向きに考えないといけないと思いま

す。 
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先ほど、今日は横浜市の方が参加されていないと言っていましたけれども、横浜市ではこ

れだけたくさんの医院がパンフレットに名前を並べているのですが、実際に認知症専門で診

ている医院というのは、それ程無いかもしれません。ですが、それぞれのクリニックでいわ

ゆる認知機能検査という形で簡単に実施することはでき、例えば長谷川式 30点満点のうち 24

点以下で、これは認知症かもしれないとして、精査が必要ですと言って送ることもあるかも

しれない。しかし、点が低い人であっても認知症ではない人もいるし、26、27点の人であっ

ても認知症の初期の方もいらっしゃる。なかなかその辺りは難しい問題と思いますが、医師

会の立場として篠原委員、どうお考えでしょうか。 

○篠原委員  

これは問題がいくつかあると思うのですが、サポート医の役割は、かかりつけ医に指導す

るということになるのですけれども、その辺りがしっかりできているかどうかということも

問題だと思います。 

それともう一つは、患者さんのかかりかたです。３次救急にも言えることですが、ＥＲに

歩いている人がいる。それがＥＲの疲弊にも繋がっている。それと同じく、認知症は何が何

でも疾患医療センターでもないだろう。その辺りのところを医療機関の人間だけが知ってい

ても駄目なので、行政からもアピールが必要だろうと思います。何でも疾患医療センターに

集中するのではないと。 

あと一つ、私が感じるのは、２年半前に読売新聞の第一面に、ＭＣＩであれば、１年以内

に、頑張れば半分は元に戻るという画期的なものが出ました。あれからＭＣＩということで

患者さんが言ってくるだろうと、ひょっとしたら俺ＭＣＩではないか。ただ、ＭＣＩを一般

のかかりつけ医で見つけるというのも至難の業です。だから、その辺りは少し微妙なところ

かとも思うのですが、ぜひ我々医師会、薬剤師会、歯科医師会ともに協力はしますが、行政

側としても一般の方へのアピールはお願いしたいと思います。 

○𠮷井会長  

県がいろいろな事業を展開しているのですけれども、施策を提供する側は正しいことをし

ているのだろうと思っている訳ですけれども、実際それを受け取る認知症の患者さん側が、

果たしてそれが自分たちの生活に、それから認知力の改善に有用かどうかということについ

てはまた別の立場から検証しなければいけないということになります。 

神奈川県では、若年性認知症への対策に結構力を入れていて、若い人たちが認知症になっ

た時にレスキューをする施策を組んでいますが、それも一つの課題になっています。今日は

若年性認知症代表というわけではないのですけども、伊藤委員もいらっしゃっているので、

実際に神奈川県から提供されている施策を、患者さんの立場、受ける側の立場としてどう感

じているかを皆様方にご紹介していただいて、方向性の修正が必要であればしたいと思いま

す。 

○伊藤委員  

伊藤です。私は月１回、逗子の子ども食堂に参加しています。手伝ってくれる人も積極的

にやってくれています。私のやることは、リンゴの皮むきや、カレーライスのじゃがいも・

ニンジンを切ったり、玉ねぎをむいて切ったり、カレーライスの他に添え物はカナッペのよ

うなものがあるので、それに載せる果物などを切ったり、日頃できないような少し細かいよ

うな飾りつけ等をやっています。楽しいかどうかというのはわからないです。この間は少し

早めに料理が終わってしまって、子どもたちと遊び、じゃんけんすることが多かったのです

けれど、じゃんけんぽんが凄く力が入って楽しかったです。凄くじゃんけんぽんで負けたと

か勝ったとか、皆すぐ分かるみたいで、そういう子供たちの中に入れたのが良かったなと思

いました。 

逗子食堂ですけれども、少し退屈な時間があります。準備ができた後は、盛り付けは向こ
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うの人たちが皆やってくれるので、その間寒いところで立って待っていたり、少し退屈な時

間があるなということです。活躍できる仕組みづくりということが書いてあるのですけれど

も、どういう仕組みかオレンジパートナーの方が考えてくれているのだと思うのですけれ

ど、やはり参加していて楽しいことは個人個人違うと思います。やまゆりの会で時々ボーリ

ングをやるんですけれど、ボーリングだと点数はともかく、自分のペースで楽しむことがで

きます。また、季節のリース作りを、お正月、夏、秋、クリスマスリースもあるのですけれ

ど、そういうものを、材料を揃えてもらって自分で作るのもいいかなと思っています。あ

と、落語を聞くのが好きなものですから、横浜の野毛ににぎわい座というのがあると聞いた

ので、そこに行って聞けたら良いと思います。そういう居場所というよりも、イベントのよ

うなことがあっちこっちにあって、自分の好きなことに参加できたら良いと思います。 

○𠮷井会長  

ありがとうございました。結局、主体はやはり患者さんとそのご家族ですから、そういう

人たちに満足いただけるような事業展開にして提供しなければいけないということです。た

だ単に予算があるから目的等をあまり考えずに事業を推進していっても仕方がない訳です。

常にフィードバックもしていかなければ、良い事業にはならない。これも一つの課題になる

かと思います。 

それからもう一つだけコメントをいただきたいのですが、神奈川県では最後に説明があり

ましたように、オレンジパートナーの活動を展開しています。これはサポーター研修を終え

た人に、更に研修をして、より認知症の患者さんに対して対応を深められる人達を育てると

いうことですが、これに関して小宮委員から、実際こういったオレンジパートナーのシステ

ムが出来上がって、患者さん自身もしくはその家族としては、より良くなったというような

感覚をお持ちかどうかお聞きしたいと思います。 

○小宮委員  

オレンジパートナーの支援事業については、昨年から家族の会が委託を受けて実施してお

ります。今年度に関しては県の方が、いろいろな市町村が行っていることと連携しながら、

どこでどういう経験、交流をする、積み重ねの研修をする等の事業を計画しているので、去

年受けた人の名簿を作成して、全員に手紙を出して、こういう所でこういうことが行われて

いる、次にこういうステップとして参加はどうですかというように、必ず受けた人にステッ

プアップ、フォローアップとして、何かの機会に参加できるようにというようなやり方を取

っております。 

この事業は家族の会が受けて、神奈川県からいろいろこうしたらと方向性についてアドバ

イスをいただいているのですが、先程県からご報告があったように、市町村が一番どういう

場に結びつけるべきか、必要とする場はどこかということを感じているので、市町村事業と

してどのような体系が組まれているかということを見ていく必要があると思います。それに

ついても、３月より交流会を実施するということですので、参加できる場の情報提供が一番

大事だろうと感じています。家族の会の事業としては、いろいろなものに参加をしていただ

きたいと思って情報提供できるのですけれども、家族の会の事業は限られておりますので、

ぜひ市町村とも情報交換、情報収集や情報提供ができる仕組みが必要かと、担当者の話を聞

きながら感じております。 

○𠮷井会長  

ありがとうございました。今日、横浜市は欠席ということでしたが、相模原市、藤沢市、

茅ヶ崎市等、市町村の代表の方々が参加されていらっしゃるので、そういった方々には今の

ご意見を参考にしていただいて、より緊密にオレンジパートナーの活動を利用して、認知症

の患者さんの生活支援につなげていただければ良いかと思います。なかなか県単位では少し

大きな活動になってしまいますので、地域単位での活動を今後重視していった方が良いかと
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思います。 

次に、認知症施策の評価について県の方から説明を受けた後に、皆様のご意見を伺いたい

と思います。 

 

議題２「認知症施策の評価について」 

○事務局  

資料２をご覧ください。神奈川県認知症施策の評価についての案を提示させていただいて

おります。県ではこれまで新オレンジプランに基づき様々な施策に取り組んでおり、次年度

は令和３年度からの第８期かながわ保健福祉計画の改定年です。また昨年は、新オレンジプ

ランを更に拡充した認知症施策推進大綱が決定しました。平成 30年度の第２回認知症対策推

進協議会で、施策の評価についてご検討いただきましたが、評価の視点や内容をもう一度再

検討するようご意見をいただきましたので、今年度の状況も踏まえて、改めて本県の認知症

施策の評価について検討したいと思い、案を作成いたしました。 

これまで施策の評価は、計画改定期に合わせてサポート医養成人数や病院職員の認知症対

応力向上研修の目標値、コーディネーターの設置数等を出しておりましたが、今回は県民へ

のアンケート調査を実施したいと思っております。調査は資料にお示しさせていただいたよ

うに、本人用・家族用の認知症施策の聞き取り票と、介護支援従事者や一般向けにアンケー

トを使用して実施していきたいと思っています。 

本人・家族に向けての項目は、全ての人が認知症を正しく理解し、適切に対応できる仕組

みづくり、早期診断・早期対応ができる体制づくり、途切れない医療介護サービスが受けら

れる仕組みづくり、地域での日常生活や就労・社会参画支援の強化、家族・介護者への支援

の強化、本人支援の強化、経済的な問題です。本人さんについては、本人ミーティングやＮ

カフェを実施しておりますので、そちらで聞き取り調査をし、ご家族については家族会のご

協力もいただきながら、グループインタビューのような形で具体的に聞き取らせていただ

き、認知症施策の進捗状況等も確認できれば、より深まるのではないかと思っております。 

神奈川県の認知症施策のアンケートは、様々な県の事業を中心に記載しています。評価

は、市町村の担当者会議、キャラバン・メイト研修、認知症サポーター養成講座、初期集中

支援チーム員等地域支援事業の研修会、介護職員関係者研修、保健医療関係者の研修等で実

施しようと思います。コグニサイズを教える研修会では、一般の方も来ていただいており、

また、世界アルツハイマーデーイベントは、様々な方が来ていただいているので、そういっ

た方にアンケートを書いていただき、事業の浸透度合い等を確認していければと思います。

認知症施策はいろいろな用語が出てくるので、アンケートの後ろのページには用語の説明等

も記載しています。 

本日内容をご検討いただき、できれば５月から９月くらいまでを目途に調査を実施し、結

果について、来年度第１回目の認知症対策推進協議会でご報告というスケジュールで進めて

いきたいと思っていますので、ご検討お願いします。 

○𠮷井会長  

ありがとうございました。施策に対するアンケートを取るということですね。それで実際

にその評価をするという戦略だと思うのですが、三橋さん、このアンケートの内容を見てい

ただいて、ご意見があったらいただけますか。 

○三橋委員  

ちょっと読ませてください。 

○事務局  

藤沢市が市独自でオレンジプランのような形で計画を策定しているので、参考にお話を聞

ければと思います。 
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○小鈴委員（代理出席）  

藤沢市役所の地域包括ケアシステム推進室で認知症を担当しております、保健師の小鈴と

申します。今日は室長の玉井の代理で参りました。藤沢市では、昨年の４月に藤沢オレンジ

プランとして、国の法定の計画とは別に、藤沢市の認知症施策の現状、認知症を取り巻く高

齢者の動向、５人に１人が認知症かもしれない状況では、地域の認知症への対応は、行政や

専門職だけでは難しく、地域で支えていくという視点が大切ですので、主に認知症の方が少

しでも住み慣れた地域で暮らしていくために、地域の方々と一緒に行動するためのアクショ

ンとするため、一人一人からオール藤沢へ、認知症にやさしいまちづくりという藤沢オレン

ジプランをまとめました。藤沢市のホームページにも掲載しています。 

藤沢市には 13地区の日常生活圏域があるので、そこでの取組や、企業と連携して実施して

いる事業や、藤沢市が今行っている認知症施策についてまとめています。認知症になっても

住み慣れた地域で安心して暮らせるまちという地域社会像を目標に掲げて、それに伴い、知

る・集う・支えるという三つのキーワードを挙げています。「知る」は、認知症サポーター養

成講座等を通して、正しい知識・対応について学ぶこと。「集う」は、認知症ご本人が活躍で

きる機会や語れる場の充実。「支える」は、専門職も含め地域における見守り体制の充実。以

上３つの視点で、いくつか目標を立て、それに合わせた成果指標を設定しています。知る

は、認知症サポーター養成講座の養成数。集うは、認知症カフェの市内における開催数。支

えるは、認知症初期集中支援チームの対応件数。このような指標を挙げています。これらは

行政の施策事業の成果指標ということで、一方からだけかという点はありますが、今回、県

の方ではアンケート調査も実施するということで、当事者、周りの方々の生の声を聞けると

いうことで参考になるかと思っています。また、このプランを作るに当たって、やはり認知

症ご本人の方の視点が大切だということで、藤沢市も昨年度に本人ミーティングを開催した

ので、そこでいただいたご本人の意見等も取り入れながら作成したものになっています。評

価まではなかなか難しいかと思い、今実施している事業のアウトプット、具体的にどういっ

た数が行われているかというところを成果の指標としております。 

○𠮷井会長  

藤沢市独自の形でこういった事業展開をしているということですね。藤沢市の中ではこう

いう活動をしているということをホームページや広報等を加えながら、市民の方々に知らせ

て、認知症に対する理解を深めていただくと同時に、実際に認知症の患者さんがより良い生

活が送れるように、市としての支援、バックアップをいろいろと考えているということでし

ょうか。 

○小鈴委員（代理出席）  

そうです。 

○𠮷井会長 

実際そういった事業に参加されている市民の方々からのご意見ということで、それは評価

にもつながると思うのですけども、活動していて、何かそういったポジティブなご意見は出

てきていますか。 

○小鈴委員（代理出席）  

これを作ってから、市が町内会や自治会で認知症サポーター養成講座を実施する時等に紹

介している中で、認知症だけはなりたくないといった意見があったりして、まだまだ認知症

に対する普及啓発が必要だと思いました。 

認知症のご本人、当事者の集まりの中からは、認知症の診断を受けた後の相談先で迷った

という意見があり、診断後の空白期間に対しての支援が必要だとか、作成する途中の中でも

いろいろ今の課題の生の声を聞け、これからもこれを使いながら市民の方々と認知症のこと

について一緒に考えていくきっかけづくりになれたというところで、プラスになったかと思
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います。作って終わりではなく、これを使いながら、普及しながら認知症についてどういっ

た取組が必要なのか、どういったところが足りていないのかを考えていかなければいけない

と思います。 

○𠮷井会長  

町ぐるみ全体でそういった認知症に対する一つの大きな課題をいろんな形で検討して対策

を考えていくことが重要なのだと思います。問題が出てきたら、それに対応する支援という

ことについても、今後、さらに検討を加えて実施していくということになるのだと思いま

す。 

例えば茅ヶ崎市はどんな課題がありますか。 

○田渕委員  

藤沢市のオレンジプランのようなものがきちっとあるわけではないのですが、認知症の方

について広い捉え方をしますと、在宅医療介護連携推進事業の今年度のテーマが認知症の方

を支える体制ということで、多職種の方がグループワーク等で、認知症の方にとってどのよ

うな支援をどのような職種ができるのか、どうやって繋がっていたらいいかということをテ

ーマに進めていただいたり、あとは市民向けの講座等を通して、なるべく広く認知症の方に

対する理解を広げていきたいという取組をしております。認知症の方を特別な対象として見

るというより、生活の中でハードルを下げていくことは、軽度の認知症の方が早く必要な支

援に繋がる体制であったり、周囲の方の温かい眼差しに繋がると思うので、サポーター養成

講座は地域包括支援センター中心に取り組んでいます。認知症カフェも、近隣から比べれば

取組が遅いのですけれども、３月５日に試しに実施して、来年度定期的に開催というところ

まで進んできております。認知症サポーター養成講座を終えられた方の中で、なかなかステ

ップアップ講座を受けてまで、例えばグループホームのボランティアをしてみたいという方

はいらっしゃらなかったのですが、認知症カフェを企画する中で、サポーター養成講座修了

後のステップアップ講座受講希望の方もいらっしゃり、今、準備で 20人以上の方が参加をし

てくださり、当日はなるべく多くの当事者の方に来ていただけたら良いと思っているところ

です。 

これは茅ヶ崎市の課題なのかもしれないのですけれども、やはり小中高といった学校での

認知症サポーター養成講座の展開等には、学校ごとの取組というところで壁もあり、地域で

の見守りがもっと若年層から広がっていくために働きかけをしていきたいと思っているので

すが、なかなか一定の年齢の方、例えば民生委員や介護関係者等が多いのかというところで

はあります。 

また、地域で認知症と思われる方の発見というのは、やはり地域包括支援センターに寄せ

られる相談の中から見えてくることが非常に多いです。初期集中に繋がるケースもそういっ

たルートが多いと思います。しかし、例えば認知症地域支援推進員との連携等の中で、行政

的には、地域支援事業における認知症補助対象事業費の上限とのぶつかりの中で、なかなか

体制の整備につなげていくことが難しく、現状としては地域包括支援センターと、民生委員

さんや地域の方のようなボランティア的なマターに頼っているところが非常に大きな課題な

のかと思っております。地域の方々に対してなるべく理解していただけるよう、広報等での

周知も来年度踏み込んで進めていきたいと考えています。 

○𠮷井会長  

認知症疾患医療センターの評価をした際に、認知症疾患医療センターの特性はそれぞれの

センターであるのですが、湘南東部総合病院は、特に地域の医師会や福祉介護の方々とかな

り連携を深めようとする努力をしている印象を受けました。行政からも認知症疾患医療セン

ターをうまく利用して医療の部分を上手に取り込んでいくことによって、総合的に医療・介

護間の繋がり、トータルでケアできるような仕組みをつくれているという印象を持ちまし
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た。山田委員、そのような感じがしましたよね。 

○山田委員  

はい。 

○𠮷井会長  

ですので、そこはうまく利用したほうがいいと思います。行政も積極的にセンターに声を

かければ対応してくれるような状況ではないかと思いますが、どういう印象でしょうか。 

○田渕委員  

認知症疾患医療センターの先生は、非常にフットワーク良く、私たちの事業や集まりに出

席をしてくださっております。在宅医療介護連携推進事業もそうですし、初期集中でもそう

です。認知症かどうかというところの本当に細かい検査や鑑定は、サポート医の先生でも難

しいような内容ですので、直接病院の方に繋いでいただいたという事例もあると報告が出て

おります。介護のケアマネージャーさんと湘南東部の先生が直接顔の見える関係に今あるの

で、非常にスムーズにそういったご相談をさせていただけていると思います。 

○𠮷井会長  

ありがとうございました。 

相模原市の認知症施策に対する評価について、前回もお話いただきましたが、今の取組に

ついてご紹介いただけると皆さんの参考になるかと思います。 

○大石委員  

相模原市では、市の施策評価をどう行うかという議論を、初期集中のチーム員会議の時等

に、保健師さんと一緒になるので、よく話をしています。詳細は髙本委員がよくご存知だと

思いますが、今のところ高齢者に対する定期的な調査の中に、認知症になる方への理解がど

の程度深まっているのかという質問を落とし込もうかという話があります。ただ、いろいろ

議論を聞いたり、私も意見を述べさせていただく中で、今回この神奈川県の本人やご家族を

対象とした調査はとても素晴らしいと思うのですが、一方でその調査票の信頼性・妥当性の

部分で、意見をどなたかが言うかもしれないという思いを持っています。例えばＤＥＭＱＯ

Ｌのように信頼性、妥当性が確認されている調査票の日本語版を活用するのも一案かと思わ

れます。施策の目標は、認知症になる方のＱＯＬが高まるということだと思うので、それを

もし評価するとしたら、そういった信頼性・妥当性が検証されている調査票を利活用するの

は、一つありかと思っています。 

あと、施策の評価をしていく上で、本人アウトカムという視点で考えたときに、医療のス

トラクチャーやプロセスではなく、先程ポリファーマシーの話も出ましたが、適正処方がど

の程度行われていくかという部分を、データベースを使って評価をするということも考えて

いって良いかと思います。ただ、ナショナルデータベースが少しハンドリングしづらいと

か、いろいろな課題があると聞いておりますので、そこはクリアする必要がありますが、少

なくとも今出ているオープンデータを活用する、あるいは国立精神神経医療研究センターが

出したＲｅＭＲＨＡＤという、再入院率、退院率、地域の医療の質の評価指標がデータベー

スで定期的に公開されるようになっているので、そういったものを施策評価に使ってみるの

も一つかと、そのような議論をしているところです。 

○𠮷井会長  

ありがとうございました。以前も議論があったように思うのですが、なかなか海外のアン

ケート調査の内容が、我が国の風土に合わせてうまく適用できるかどうかということについ

ては、もう一度検証しないと、それぞれの国の認知症の内容も違っているかもしれないの

で、今後、言葉についても一つ一つ選びながら検討しなければいけないと思います。 

後藤委員は横浜市の評価のためのアンケート等について、いかがでしょうか。 
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○後藤委員  

アウトカム評価というのもなかなか難しい状況でもあります。横浜市は１つの二次医療圏

になっているのですけれども、各地域特性があるので、僕らは北部６区を担当させていただ

いていますが、６区だけでもそれぞれの地域の取組というか、地域特性が非常にあります。

実際にご本人と介護者家族、地域のニーズを汲み出すためには、ここに出てきたような構文

化されたアンケートのようなものがあると良いのではないかと思います。当院でも協議会に

患者会の方に入っていただいますが、先程参加して楽しいことは個人によって異なると言わ

れていたことはとても重要で、参加できる場の情報提供をできるように、さらにオープンク

エスチョンのような形で、実際にご本人とご家族がどのような場所を求めているか、こんな

サービスが良いという生の声が吸い上げられるようなアンケートだと良いと思います。 

多職種の話は非常に重要で、先程かかりつけ医研修会の話があったのですが、やはり最初

に、すごく熱心な先生方が参加してくださって、ただまたそれも時代とともに、いわゆる歯

科の先生方や、ゲートキーパーが薬剤師さんとか、他の職種もまたニーズが微妙に変わって

きているというところがあると思いました。 

私の病院のある地域が鶴見区を中心にして、福祉、介護、医師会と元々ネットワークがあ

るので、それを使わせていただいており、当院の中でもさわやか相談室という介護と直結で

きるような部署を作ったりしているので、それをぜひ自分の担当する地域の特性を汲み上げ

ながら実施していかないと、万人が納得する指標というのは難しいかと思います。 

○𠮷井会長  

歯科医師会からも意見をお願いいたします。 

○永村委員  

認知症に結びつくか分からないですが、歯科医師会ではフレイル対策に取り組んでおりま

す。社会との繋がりがないところからフレイルが始まると今認識しております。 

認知症に対して、先程薬剤師会からもありましたが、だんだん歯科医師の参加者も少なく

なっていっているというのが現実でございますので、もう少し啓発していきたいと思いま

す。このアンケートですが、対象者を見ると、いろいろなところに対して実施する予定にな

っておりますので、充実した結果が得られれば良いと思っております。 

○𠮷井会長  

ありがとうございました。吉田委員もご意見お願いします。 

○吉田委員  

はい、ありがとうございます。県の病院協会から参加しております吉田でございます。私

自身も当院、精神科病院で認知症に積極的に取り組んでいるという点からお話しします。 

今このタイミングで発言すべきかどうか別として、最初に薬剤師会の佐藤先生からお話の

あったことは、本当に大事なことだと思っています。多職種連携というのは今騒がれていま

すが、僕はこの認知症疾患というのは、一番それを典型的に行える分野ではないかと思って

いるところです。内科的、外科的疾患で多職種多職種と言うけれども、ドクターが中心とな

って、ナースが中心となっての限界がある程度あるのかと思います。でも、この認知症分野

はドクターだけでは何もできません。むしろナース、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、ＰＳＥ、ＰＳＷ、

栄養士等がいて、デンティストがいて、薬剤師がいて、いろいろな職種によって、それぞれ

の分野でタッチしてくれる。これが一番皆の実力を発揮できる分野なのではないかと思って

いるところです。ですから、ぜひ積極的にこういった啓発活動をやっていかなければいけな

いということです。 

先ほどから意見が出ていた、何かしらで認知症の患者さんが出たと、それでは久里浜に行

って調べてもらって来いと、そういった形であれば、いっぱいいっぱいになってしまうとい

う話を聞いたときに思い出したのが、今回のコロナです。コロナが流行り、今どこで診てい
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るか。感染症の病院の市民病院でやっている。では皆、市民病院に行って診てもらえと。こ

の発想は一般の人ではなくて、ドクターから出ている。ドクターだって、そう思ってしま

う。その辺りが少しお粗末で、やはりこの横浜市の中のクリニック等々で、こういったもの

を見たときに、まずそれが疑われたら、近くの比較的二次的な形で見てもらえるところでさ

らに精査してもらい、その次の段階でどうするかということを、一般市民・県民以外に、や

はり我々医療従事者も知っていなければいけないと少し感じているところです。 

もう一つ、若年性アルツハイマー型認知症の方の就労支援。なかなか現実的に難しい。ド

クターでそういった人がいて、うちの病院で作業療法の分野で、適材適所で使えれば非常に

良い役を行ってくれるという話をした覚えがあります。それ以外に、最近いろいろな企業の

中で障がい者枠がパーセンテージとして出ているが、神奈川県の行政の中でも、障がい者枠

がなかなかうまく充実してくれていない。当然、手帳等が必要になり、障がい者の認定が必

要だと思うのですが、若年性認知症患者さんもぜひそういうところを少し利用して、いろい

ろなところへ出ていけば、行政の中でも働け、いろいろな企業でも働ける。そうすると、結

果的にいろいろなところの啓発活動、いろいろな認知症の疾患の事を理解してもらうための

大事なフィールドではないかと思っているので、その辺りのところを、障がい者枠としても

若年性認知症患者さんを認めてくださいという働きかけを、ぜひ県から国へもしていただき

たいと思っています。 

僕はすべてのいろいろな発想を、ネガティブをポジティブに、という思いが常にありま

す。去年話したかどうか分からないですけれども、あるドクターがユニークな発想をする中

で、認知症カフェというものがある。でもそれに加えて、注文を忘れてしまう喫茶店という

ものを作っている。喫茶店に行って注文を頼むと、聞きに来た人は認知症の患者さんだっ

た。そうすると何と頼まれたか分からないことがある。でも、何が出てくるのか楽しみでは

ないですか、という発想をする。そういった発想をもっともっと広げていく。もちろん、頼

んだものが違ってとても高いものが出てきたら困りますが、そのようなコストパフォーマン

スのことも考えた認知症カフェの応用のやり方というのも、新しい発想なのではないかと思

っています。 

それから、大きい講堂・体育館を使った講演ではなく、ケアプラザのような、ものの 20～

30人、場合によっては 30～40人集まる程度の規模のところに依頼されて行くと、結構満席

で、皆地域の人たちは関心があると感じます。そういったところを小さい枠でどんどん広げ

ていき、さらに支援を行っていくという、そういう分野が大事なのではないかと思っている

ところです。４人に１人、３人に１人、いろいろな報道の言い方がありますが、ぜひ、認知

症になった、それはとても長生きできた証拠だ、というくらいの発想に変わっていけるよう

な風土、土壌を作っていくことが、我々が任せられた大事な要素なのではないかと思いま

す。 

○𠮷井会長  

三橋委員、いかがでしょうか。 

○三橋委員  

一般の人は認知症を呆けていると見ている。私も認知症になるまでは、うちの父が結構呆

けていたので、呆けじいさんと言っていた。今は本人が呆けじいさんになっています。認知

症の症状は皆同じだったのです。うちの父も、隣のおじいちゃんも皆同じなんですよね。対

応というか、私に対する話し方といい、行動パターンといい。だから認知症は１種類しかな

いと思っていました。ところが新横浜の医療センターに、うちの奥さんが最近少しおかしく

ないと言われて、とりあえず行ってみようと言われ、いいよと。新横浜の医療センターの先

生に、一応ＭＲＩを撮られて、血液取って、その先生が最後判断する前に、技術士の人が、

私にトランプを見せたり、足し算引き算、そのようなものをやりました。それが終わり、主
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治医の先生のところに行って、その先生がＭＲＩを撮って、その専門の技師の人が私にゲー

ムをかけて何かテストをして、そのテストペーパーも最後の先生のところに来ています。テ

ストペーパーは何でもなかったんです。先生は、全然問題無いとは言わないのですが、顔は

明らかに、「え。」という顔をしたんですね。その後にＭＲＩの検査の画像が出てきて、ほっ

とした顔をして、「うん。やっぱり認知症ですね。」と。その時に、本当に俺はここでいいの

かなと思いました。確かに画像を見たら、それまでＭＲＩを撮られたことはなかったので、

分からなかったのですけれども。その技師の人が私のテスト結果を先生に見せて、先生は、

なんだこいつなんでもないじゃん。でも俺認知症と言っちゃったというような感じで、その

後にＭＲＩが出てきたら、ほっとした顔をして「やっぱり認知症だよね。」と言いました。自

分は認知症ではないというよりも、そんなことでしか認知症ということが分からないのかと

その時思いました。別にその先生に対して悪意を持ったとか、俺は偉いんだとかではなく、

先程僕が言いましたけれど、お腹が痛くて癌で、手術したとすると、手術する前にレントゲ

ンやＸ線で癌だと分かります。でも認知症はレントゲンを撮っても何を撮っても分からない

んです。最後にＭＲＩを撮ったら、骸骨と肉の部分に黒い筋、要は膜がありました。それを

見て先生は認知症だと。だから、お腹が痛くて癌だとか何とかすぐ分かるけれども、認知症

に関しては絶対分からないのだと、私は勝手にその時から思っています。今でも思っていま

す。だから、最後は何かというと、行動パターンを持って認知症なのかと。本人が素直にな

るかどうか。私は、その時はふざけるなと思って、俺は認知症ではないと思ったのですけれ

ども、確かにうちの奥さんに言われるように、洗面所で歯を磨いて、私の洗ったコップがな

いんです。そうしたら、奥さんがこんなところにあったよと私のベッドのところから持って

きました。次の日も俺のコップが無いのと言ったら、奥さんが２階に行って、私の部屋から

取ってきました。「ああ、そうか。認知症ってこういうことなんだ。」と思いました。ただ単

に忘れているだけにしようと思いました。その後、新横浜の先生のところに行った時に、「ち

ゃんと薬飲んでますか。字を書くとか、そういうことをやっていますか。あなたは認知症か

もしれないけれども、今までやっていた通りに動けるところは動きなさいよ。」と言われまし

た。でも、電車に乗ったりバスに乗ったりしても、もしどこかに行って、ここはどこだとな

ると困るから、自分の身分証明書は絶対ポケットに入れておけば、どこに行っても大丈夫だ

と。今思えばまだ程度がある、深刻ではなかったのかもしれないです。私はいまだに認知症

にレベルはないと思っていますけれども、先生に言わせると、「まだ大丈夫。だからこれ以上

進行しないようにいろいろなことをやりなさい。」と。絵を描けとか字書けとか、人とあった

ら自分からお話しするのよと。で、歩きなさいと。今１日 10キロ。週７日のうち５日間、私

は新横浜が近くなのですけども、港北区から羽沢町、その近くまで大体 10キロぐらい毎日歩

いています。それは先生も、動くのはいいですよ。どんどん動きなさい。必ず毎日どのぐら

い歩いた。何をやったって。で、どこへ行ったというのも、歩いている時は何もしていない

です。帰ってきて自分の部屋に入って、今日は何キロ歩いた、何時間何分歩いたといったと

きに、その地図を見て、どこで今日何があったとか、山の中でたまに兎や鳩がいたり、そう

いうことを書きなさいとうちの奥さんに言われています。見たか見ないかというのは誰も知

らない。でもそれは自己管理として、鳩がいたら鳩と、毎日カレンダーに書いています。 

○𠮷井会長  

アンケート調査の評価について、皆さんそれぞれご意見をいただいたのですけれども、こ

のアンケート調査の最後のところに、県として知りたいことの一つとして、今後の認知症施

策を進める上で、もっと充実して欲しいことは何かという項目が 11項目並んでいます。患者

さんの立場で、神奈川県としてここに力を入れて欲しいというようなご意見はありますか。 

○三橋委員  

５番と９番。 
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○𠮷井会長  

若年性認知症の人や家族への支援と、本人ミーティングなどの本人主体の地域づくりにつ

いて、今はまだ、神奈川県としては不足しているというご指摘だったのかもしれません。 

その他の皆様方、もしこの 11項目の中で、それぞれの立場で、もう少し神奈川県として力

を入れた方が良いという項目があって、それについてのご意見があれば最後にお聞きして終

わりにしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○永村委員  

認知症普及啓発イベントの中に入ると思うのですが、認知症のクリニックにかかっている

患者さんの約 25％の方が総入れ歯と言われております。そして、その前に歯をなくさないよ

うに、40代から歯周病は始まりますけれども、その前の段階で、歯を大切にすることが、認

知症の予防にも繋がるということを、イベントでも啓発していって欲しいと思います。 

○𠮷井会長  

もう少し歯科診療の方に皆の目を向けさせるということでしょうか。ここ最近、学問的に

も、歯が欠損している人や歯周病等、歯の衛生が非常に悪い人は、やはり呆けやすいという

科学的な論文が出てきているので、そういった意味で、もう少し口の衛生に皆様の関心が向

けられるように、県としても広報活動を含めてやっていったら良いというご指摘だと思いま

す。 

山田委員、何か県としてこういうところに重きを置いて施策等を検討した方がいいという

点があれば、ご指摘いただければと思います。 

○山田委員  

私どもの精神保健福祉センターでは、認知症に特化した事業は残念ながら無いです。です

ので、新たにこのような、いうことについては、申し訳ないですけれども特にはありませ

ん。 

○𠮷井会長  

村山委員何かご意見ございますか。県がこの評価を基にして新しい事業を展開していくに

あたっての参考意見をお聞きできればと思います。 

○村山委員  

ここに書かれていることが充実していけばいいかと思うのですけれども、先程、三橋委員

も仰っていた様に、地域づくりというところが重要だと思います。普段は横浜市鶴見区の精

神障がい者の施設で勤務しているのですが、この間、認知症の方が商店街で見つかりまし

た。商店街は下町文化が残っていて、「あの誰々さんのところのおばあちゃん。」というので

発見が早かったです。今、鶴見区の中では、町内会さんが向こう３軒両隣の関係を構築しよ

うということでスローガンにして頑張っていらっしゃっています。やはり近所づきあいがあ

るかないかで、地域の中で生活していかれる方々のＱＯＬもかなり変わってくると思います

ので、この地域づくりが具体的に施策に反映されていくと良いのかと思います。そういう意

味では、アンケートでも具体的な近所付き合いがあるかないかも聞いてみると、今のそれぞ

れの地域の実態がわかるのかと思います。特に横浜はかなり再開発も進んでいて、新旧のコ

ミュニティが混在するような町も増えてきているので、その中で孤独を感じていらっしゃる

高齢者の方々も増えているという実感があるので、そういったところも、せっかくのアンケ

ートですので、いろいろ地域性が見られると今後の参考になるのではないかと思います。 

○𠮷井会長  

今の意見も非常に大切な意見で、孤立をして生活をするような状況は、認知症の立場から

見るとかなり病気を進めることにもなるので、先ほど認知症カフェという話もありましたけ

れども、コミュニケーションを取る場を提供するということを、今後県の施策の一つとして

力を入れてやっていくとすれば、認知症の予防という形で成果が出る可能性があるので、そ
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ういった交わりの場を持っているかといった項目も入れていただいた方が良いのかと思いま

す。 

○杉原委員  

ケアマネ協会から少し、ケアマネの立場として意見を述べさせていただきます。今、村山

委員の意見もありましたように、やはり地域での小さなコミュニティから認知症の方を支援

していかないと、大きな範囲ではなかなか難しいところがあります。アンケート項目（７）

の、認知症施策を進める上で充実して欲しいことについて、村山委員が仰ったこともそうで

すけれども、知的の方、障害の方等は作業場等がありますけれども、若年性認知症は今とて

も増えているので、軽度な方たちに向けての、例えば仕事付きの場所を提供してあげる等、

そういうことも施策の中に入れていただければ良いのかと思います。意外と小さなコミュニ

ティでは、物を販売していただいたり割といろいろなことをやっているのですけれども、そ

ういうもので意外と意欲が出てきたり、楽しいという言葉を結構私も聞きます。ですので、

そういうことも考えていただきたいと思います。 

あと、本来の地域は中学校区だと思いますが、その中で解決していかないといけない件も

あるのかとケアマネは思っています。認知症疾患医療センターまで繋ぐのはほんの一握り

で、なかなかこれは厳しいのかなと考えています。サポート医が段々増えてきているので、

ケアマネや事業所等は、まずサポート医に繋ぐということが大事なことだと思っておりま

す。 

グループホーム等の事業所でもいろいろと小さなセミナーを実施しています。要は、認知

症の方はこういう人達だよ。でも特別な人ではないよと。地域の皆で支えるには何をしたら

いいか、そういう啓蒙活動を今各地域で実施しています。だから、そういう小さなことがと

ても大事なのかと思っています。大きなところの一枠ではなく、そういう各地域で行ってい

くことが重要なことだと思っています。 

このアンケートを読ませていただいて、最初のアンケートなので、そういう意味では最低

限のことは網羅されているかと思っています。先程、大石委員が仰られたように、アンケー

トを調査した後がとても大事で、要はどういう評価をしていくか。評価が終わった後に、そ

れをどう生かしていくか、そこが重要かと思っております。今後期待しております。 

○𠮷井会長  

ありがとうございました。ケアマネさんはいろいろな人の間に立つ立場で仕事をされてお

り、人と人との繋がりの真ん中で、重要な役目を担っていると思うので、ますますそういっ

た人たちの活躍が今後期待されるものと我々医療従事者は見ておりますし、それについて

も、県の方から支援していくようなシステムづくりが重要なのかと思います。 

髙本委員、ご意見あればお伺いしたいと思います。 

○髙本委員  

（７）の部分ですけれども、今お話があった地域づくりや、身近な地域での認知症の理

解、普及啓発といったところの部分で、選択肢をうまく考えていただければよろしいのかと

思います。どういう場所で展開したら良いかといった項目があると良いのかと、今お話を伺

いながら思いました。相模原市では、（６）の 04にある認知症地域支援推進員については、

全市で３名ほど配置をしていますが、今後は、先程お話にも出てきた日常生活圏域のとこ

ろ、具体的には地域包括支援センターの職員に兼務してもらう方向で、やはり身近な地域の

ところで展開していくということも、より一層大事かと思っておりますので、どういう場面

で進めていったらいいかというご意見をいただけると良いのかと思いました。 

○田渕委員  

事務局の方でご検討いただきたいと思う内容を３点申し上げても良いでしょうか。本人用

聞き取り調査票 12番、13番、家族・介護者への支援の強化の項目で、人生を楽しんでいる
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か、趣味やレクリエーションなどしたいことがかなえられているという項目がございます

が、これは誰を対象とした質問なのか、もう少し分かりやすいと良いと思います。ご家族

も、という意味なのか、ご本人が、という意味なのか、より項目の中で明確にされた方が良

いかと思います。 

次に、同じ項目建てでご本人様用ご家族様用のシートがございますが、ご家族様用のシー

トにつきましては、項目数が 17で、ご本人様用の項目の一部が合体したものがいくつかござ

います。私の考えとしては、指標は１項目に一つの設定が望ましいと思いますので、ご本人

様の項目をあえて二つに付けてある部分について、特別な理由がなければご本人様と同じよ

うに、１項目に一つの指標とされた方が良いと思います。 

アンケートにつきまして、２ページ目の２の（２）（３）、特に（２）ですが、これは現在

進行形で質問をされていますが、例えば私事ですが、私の父は認知症でしたがもう亡くなっ

ております。その場合には、この項目に答える時に自分としては丸をつけるべきかどうかが

悩ましい部分もありますので、いる、もしくはいた、という文言の方が回答し易いかと思い

ます。以上３点を事務局で、検討いただければと思います。 

○𠮷井会長  

ありがとうございます。ちょうど時間になりました。最後のディスカッションは本来の施

策評価というところから離れていろいろご意見をいただいたと思いますが、大変参考になる

意見もあって、今後の施策を進めていくうえで良かったと思います。 

アンケートにしてみても、聞き取り調査にしてみても、本当にこれが最終的な形なのか、

今後、これはまた何か検討する余地があるのか、先ほど大石委員からも、海外の調査票も参

考にという話もあったと思います。なるべく多くの情報が得られて、それらを施策に生かさ

れるような形でのアンケートにならないと意味がないと思います。県としては今後について

はどう考えておりますか。 

○事務局  

ありがとうございました。様々ご意見を頂戴いたしました。調査票の項目自体の信頼性・

妥当性ということも大石先生からお話し頂戴しました。この質問の元になるものを明確にし

て、そこから検討してこういう質問票を作ったということが分かるような形で改めて整理さ

せていただくということと、いろいろご意見を頂戴した部分で、地域の取組が聞けるような

形であるとか、工夫をさせていただく点が多々あるのかなと本日お伺いしました。 

今後ですけれども、今日いただいたご意見を踏まえて整理をさせていただきます。もう１

度会議に諮るとなるとスケジュール的に第８期の計画に反映することが難しくなってくると

思いますので、大変恐縮でございますが、案を作り、文書等で皆様方にご意見を頂戴できれ

ばと思っております。よろしいでしょうか。 

○𠮷井会長  

重複しているところは削除する、足りないところは補完するという形で、もう少し満遍な

く、患者さん、ケアする方々の意見が聞き取れるようなものにした方が良いかもしれないと

いうのが、今日皆様全体のご意見だったかもしれません。その点またご配慮いただければと

思います。 

○事務局  

ありがとうございました。今も少しお話をさせていただきましたけれども、評価の手法等

につきましては、方向性としては、ご本人やご家族の皆様については、オープンクエスチョ

ンのような形で丁寧に聞き取りを進めていくような形で考えています。また、その他、多職

種の方や一般の方については、アウトカムの形でアンケートをということで、神奈川県内の

状況を把握させていただくという方向性の中で、調査項目については少し根拠等を整理し、

足りないところを補足して進めて参りたいと考えてございます。 
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先ほどお話させていただきましたように、来年度が令和３年度から始まる第８期の計画の

策定年ということになってございまして、国の方では認知症基本法案はまだ国会で継続審議

中となっておりますが、第８期の高齢者保健福祉計画の中で、認知症の施策についても改め

て計画という形で位置付けをしていく方向で来年度動いて参ると思います。そうした中で、

この事業評価という形、事業の数値目標についてはＫＰＩという形で、何々研修を何人です

とか、数字で見える形で、行政の評価かもしれませんが、プラスアウトカムのところで、こ

ういった形で足りないところ等をお聞きする中で、第８期についてどのような事業展開をし

ていくかというところに反映を出来たらと考えてございますので、引き続きよろしくお願い

したいと思います。 

本日は長時間にわたりご意見いただきまして、ありがとうございました。 

 


