
 

平成２９年度 第１回（要点記録） 

文京区認知症ケアパス検討専門部会 

 

                     日時：平成２９年９月１日（金） 

                            午後１時１５分～午後3時15分 

                場所：シビックセンター２４階 第２委員会室 

Ⅰ 開会 

 

Ⅱ 委嘱式 

 

Ⅲ 議題 

  １ 文京区認知症施策総合推進事業の報告【資料１－１、資料１－２】 

  ２ 文京区認知症初期集中支援推進事業の検討について【資料２】 

 

Ⅳ その他 

 

Ⅴ 閉会 

 

出席者 

＜認知症ケアパス検討専門部会委員（名簿順）＞ 

粟田主一委員、中村宏委員、小倉保志委員、作田和子委員、阿部智子委員、林田俊弘委員、 

諸留和夫委員、𠮷野文江委員、鴇田昭裕委員、本多桜子委員、望月修委員、伊東浩美委員、

中谷伸夫委員、新堀季之委員、認知症支援コーディネーター4名 

＜事務局＞ 

真下認知症・地域包括ケア担当課長 

高齢福祉課認知症・地域包括ケア係 高橋係長、幣原、川村、藤原 
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Ⅰ 開会 

 

Ⅱ 委嘱式 

 委嘱後、東京都健康長寿医療センター研究所研究部長の粟田委員が部会長に選出される。 

 

粟田部会長：昨年度に引き続き、司会進行役を務めさせていただく。例年どおり活発なご意

見をいただければと思う。 

 

Ⅲ 議題 

 

粟田部会長：今日は２つの議題がある。１つ目が文京区認知症施策総合推進事業の報告、2つ

目がこれから開始される文京区認知症初期集中支援事業の検討となっている。まずは文京区の

認知症施策全体について、皆さんからご意見をいただきたい。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：資料１－１、及び資料１－２に基づき認知症施策総合

推進事業の報告を行う。資料１－２を参照。 

粟田部会長：東京都の独自の事業ということで、区市町村、認知症支援コーディネーターを

配置していろいろな相談支援等を行っているわけだが、区市町村によってやり方が様々である。  

文京区では951人の相談を受けられているが、認知症支援コーディネーターはどこに配置され、

何人ぐらいの方が稼働してているのか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：認知症支援コーディネーターは、文京区内の高齢者あ

んしん相談センター４所に１名ずつ配置している。 

 また、認知症地域支援推進員２名を配置し、支援策等の総合的な広い観点での施策の検討を

行うという体制を組んでいる。 

粟田部会長：他にご質問いかがか。 

諸留委員：実績報告は３年間の数値だから、そんなに規則性はない。年とったから全員が認

知症になるわけでもない。私もそうだが実際に自分の家族がならないと、その気にならないん

だと思う。自分が病気にならないと、やはり健康のありがたみがわからないのと同じように、

身近に認知症の方がいないと、なかなか関心が湧かないから認知症講演会も認知症サポーター

ステップアップ講座も参加者数は増えないのではないか。文京区の人口は若い人も高齢者も増

えているが、そんな中で認知症の方の統計をとるのは難しいのではないか。 
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粟田部会長：今の諸留委員のご指摘はとても重要である。今や区市町村で認知症施策という

のを計画していくというのが介護保険法の中でも定められている。そのときに大事なのは、今

現在、認知症とともに暮らしている高齢者の方がどのぐらいいるのか。また、将来どのぐらい

増えていくのか、こういうことをきちんと把握して、施策を考えていくのが大事だが今回の資

料にはそのことが書かれていない。真下課長いかがか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：介護保険で認定されている方の中で、医師から認知症

と診断を受けている方の数値でいうと、認知症日常生活自立度Ⅱa以上の方は4,700名程度とな

っている。将来認知症の方がどのくらい増えていくのかという推計値の調査については今後検

討していきたい。 

粟田部会長：最初から厳しい質問だったが、こういう数値を人々が共通の知識として頭の中

に記憶しているということが非常に重要なことである。ちなみに東京都の認知症の方の推計値

は2025年に60万人に増える。これは65歳以上高齢者の大体５人に１人、都民の20人に１人ぐら

いは認知症という状況で、大変な勢いで増えている。 

小倉委員：認知症予防対策というのは、このケアパスの検討専門部会の枠外か。それともこ

の施策の中に組み込まれているのか、これの位置づけを教えていただきたい。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：“認知症予防”という観点でも検討すべき課題として、

この部会の中で議論していく。現在、“認知症予防”という観点でいくと、元気なうちから、

まだ認知症の症状がないときから始められるサービスや支援を、文京区認知症ケアパスパンフ

レットに掲載している。 

本日お配りした資料の中での“認知症予防”の観点は、講演会や認ＰＡＫＵという広い意味

でその普及啓発にある。資料１－１のほうでの区の取り組みの事業なども予防策として掲載し

ている。 

林田委員：徘徊模擬訓練について。文京区は隣接区への人の行き来が多いと思うが、必ずし

も文京区内だけで解決していくという話ではないかなと思う。そのあたり検討はこれからか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：隣接区と協力し合う認知症対策・施策については今後

の検討課題の一つと考えている。 

阿部委員：認知症サポーター養成講座というのは、サポーターとなって地域の人たちに認知

症の方への支援をできる範囲で行うことだと思うが、やはり自身の認知症に対する理解を深め

る講座の一つとなっている。 

 認知症サポーター養成講座は私も受講したが、もう少し教え方や内容を工夫してもよいのか
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なと思った。認知症サポーター養成講座を受講した後にそれがどのように役に立ったか、どの

ような活動ができたか、実際の対応の場面でどんな事に困ったかなど、そういう意見をどこか

で集約してもよいかなと思った。せっかく認知症を理解するというところの入り口に立つこと

ができたので、ステップアップじゃなくても、もう少し活躍の場を広げられるのではないか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：認知症サポーター養成講座受講者には、受講後、区か

らご案内をさせていただいてもよいかというアンケートを行い、了承が得られた方にはこちら

からの事業のご案内等を送付している。その中で、受講後、どのような活動があったか、問題

点はなかったか等について追加でご意見を伺うということも今後検討しいきたい。 

粟田部会長：文京区の認知症施策には理念がある。『認知症になっても人として尊重され、

希望を持って自分らしく生きることができる文京区』これを実現しようということを１年間か

けて検討し、個々の事業が目標達成に向かっているかどうかということをちゃんと評価してい

くということが大事である。まさに認知症サポーター養成講座なんていうのは理念に向かって

いるのかということが評価できる内容になっていないといけない。 

阿部委員：先日、スーパーの店員と話す機会があった。明らかに認知症だろうという方が来

店され、店員は何とか手を差し伸べたいと思ったが、そこの会社の方針としては手を差し伸べ

るという行為は業務範囲外になっているということだった。一個人としては支援したいと思っ

ていても、それを実行できない現状がある。認知症の方の生活する場で、実践的なサポーター

として協力していただくためには会社や学校に対する組織的な教育が必要だと思う。 

粟田部会長：なるほど。これに関連して、小倉委員いかがか。 

小倉委員：民間はどうしても営利を目的とするため、例えば区や自治体のような公的なとこ

ろと比べると、やはり認知症対策を求める度合いはどうしても弱くならざるを得ない。そうい

う場合には、いろいろな個々の方のできる範囲内の良心に期待することになるか。そのために

認知症の方に対するケアの大切さについて、普段から広告、宣伝、そういった普及活動ができ

るとよい。 

𠮷野委員：スーパーに勤務されているご近所の方から伺ったお話によると、入浴など整容が

できていない方のご来店が度々あり、その都度声はかけているがどのように対応したものかと

スーパー側も対応に苦慮されていた。その方は高齢者あんしん相談センターにもつながってい

らしたが、ご本人はセンターのことを避けておられた。しかし何とかタイミングを見計らって

訪問していただいた。ごきょうだいと同居だが、両方とも体の不具合があり、お互いがお互い

を助けることができなくて、最終的にはお医者さんを通して施設入所となった。 
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 近所にお住まいの方で、対応に困る方がいらっしゃると、地域の方から私たちのような地元

の民生委員に相談がある。私たち民生委員には、高齢者あんしん相談センターや、お医者様に

“つなぐ”役割があることを実感している。学校や町会でも多くの見守りの目を持って、地域

づくりを行おうという流れがあるので、こういう認知症サポーター養成講座を町会ぐるみで野

開催や出前講座式にできるとよい。 

林田委員：東京都地域密着型協議会で東京都が音頭を取り、グループホーム入居者の認知症

行方不明者の保護のあり方について、警視庁、区市町村と事業所で検討が行われており、昨年

度は2回開催している。認知症の方が行方不明になられた時に、警察等と連携し、すぐ探せる

ネットワークをつくり、警察で保護するのではなく地域のグループホームとか小規模多機能事

業所で一時的に預かることは可能かどうかという事を検討している最中である。 

粟田部会長：情報提供だが、世界的にはディメンシア・フレンドリー・コミュニティーをつ

くろうというムーブメントがある。具体的にはディメンシア・フレンドリー・ショップをつく

ろうとか、ディメンシア・フレンドリー・バンクをつくろうとか、ディメンシア・フレンドリ

ー・トレイン、交通機関をつくろうとか、ディメンシア・フレンドリー・ホスピタルなど。     

要するに、みんなそういう民間レベルの組織・団体が、認知症であっても普通に交通機関を利

用できるように、普通に買い物ができるように、普通に病院受診できるように、基本的人権を

ちゃんと担保できるように、企業・組織として動いていこうというムーブメントがある。そう

いうことが担保されると、英国ではディメンシア・フレンドリーという認定証も得られるとい

うことで、企業も一つのステータスになっている。先ほどのサポーター養成事業もただ研修を

受講するというのではなくて、実際そういうショップにしなければいけないし、そういう町を

つくらなければならない。他にはいかがか。 

本多委員：コンビニでバナナを棚からとってしまった高齢者がいた。店員もおそらく認知症

というのはわかっていたが、その後の事も考えて通報した。交番から来た警察官が警察署に連

れていこうかどうかと迷っていた。連れていってしまったら、誰か引き取りに来なければいけ

ないし、そのまま家に帰れればよいが、というようなケースがあった。結局、たまたまその場

を通りかかった社会福祉協議会職員として一緒にご自宅に連れて帰ったが、通報して警察対応

してもらうのと、通報しないで家族や通りかかった知り合いが連れて帰ることができるかどう

かでは対応が大きく違ってくると感じた。 

 テーマを少しそれて質問がある。『切れ目のない支援体制づくり』の相談後の状況として認

知症コーディネーターが、約半分をセンター継続支援しているとなっているがこれが毎年続い



 －５－ 

ていると、相談がずっと継続していて大変ではないかと感じた。支援内容等によっては社協と

しても何か協力できることがあるのではないかと感じた。このセンター継続支援の具体的な内

容について教えていただけないか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：ご本人の医療機関への受診拒否が強い方への支援と聞

いている。認知症の初期段階であり現時点では生活障害がなく支援には至らないが、引き続き

見守りを行っていくという方もいらっしゃる。あんしん相談センターから補足をお願いしたい。 

望月委員：センター継続支援の多くは、どうしても強力に介入が必要かどうかについてのア

セスメントに時間を要する。受診やサービスは必要ではないと言う方や、人自体を入れたくな

いという方も多い。何とか我々現場の人間とつながることができても、「まだ医療やサービス

は受けたくない」とおっしゃるので、細く長くタイミングをみながら次のステップが踏めるか

どうかを模索していいく中で、“継続支援”となる方が多いかと思われる。 

粟田部会長：今後に向けての大切なテーマだと思うが、すごく単純に考えれば、ご本人が拒

否しているのは本人の自由権なので、以上、おしまい、ということでよさそうな気もするが、

障害のために、本来は暮らしていくために必要なサービスにアクセスできないため、最低限の

健康で文化的な生活を営むことができない状況にある。高齢者や認知症の方が増えていて、そ

の人たちの暮らしを守るために、地域包括支援センターが可能な範囲で継続支援、相談業務等

を実施しているので、このまま今のような地域包括支援センターの人員体制等でこれを続けて

いくことができるかどうかということを心配されたのだと思う。他にはいかがか。 

望月委員：全然違う話になるが。バリアフリー基本構想の委員会の中で、心のバリアフリー

という話がある。その会議の中で認知症関連の話は出てこないが、適切な認知症対応について

考える場があってもいいのかなと。認知症の方への適切な対応についてもバリアフリー基本構

想委員会のような全体を考える機会にこのテーマをあげていくというのも一つの方法かと考え

るがいかがか。 

粟田部会長：文京区は認知症ケアパスの意味をほかの自治体よりもよく認識している自治体

だとは私は思うが、要するに、認知症の始まりからエンド・オブ・ライフに至るまで、必要な

サービスがステージに応じて複合的に提供できるような設計図をつくろうということでケアパ

ス委員会ができた。確かにディメンシア・フレンドリーな町をつくろう、あるいはバリアフリ

ーの町をつくろうということになると、地域づくり、社会づくりという、文化をつくるという

ことになっていくので、もう一段、上のレベルの目的を持った会議体が必要なのではと思う。

そういう会議体をつくっている自治体もあるが、会議体のあり方についても今後考える必要が
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あるかもしれない。いつも通り活発なご意見をいただいたが、次の議題へ。文京区認知症初期

集中支援事業の検討について、真下課長から説明を。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：資料２に基づいて文京区認知症初期集中支援事業の流

れについて説明実施。 

粟田部会長：ただいまの文京区認知症初期集中支援事業について、皆さんからご質問、ご意

見いただきたい。文京区は独自の、既存の、もの忘れ医療相談が基礎になって初期集中支援事

業というものが形づくられている流れであるため、非常にスムーズに稼働できるんじゃないか

と思うが、中村先生、何か一言。 

中村委員：この事業は、基本的にもの忘れ医療相談に来た方に、実際にチームとして、うま

く家庭に入り込み、症状が進行する前に段々と資源につないでいくという解釈でよいか。チー

ムというとすごく攻撃的な感じもするし、その方にとっていいような形で支援をしていかなき

ゃいけないと思うが、“初期集中支援事業”と言われると大掛かりに聞こえる。具体的に対象

者は何人か想定ができるし、やっていったほうがいいなかとは思うが、やっていく時にここま

で凄い作戦会議や何かができるとかえって引いてしまう。フットワーク軽く、迅速に動けた方

がよい。医療なり介護なりどう支援していくかはまたその後の話だと思う。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：中村先生のおっしゃるように“フットワーク軽く”今

のもの忘れ医療相談で行っている対応の仕方も残しながら、より適切な対応ができればとよい

と考える。もの忘れ医療相談で訪問し、そこで必要な支援ができ、検討できる場合にはチーム

員会議開催にこだわらず、迅速な対応を行っていきたい。 

鴇田委員：“近所の人たちで認知症のような症状があり、かかわりを拒む等”というのは、

主に独居の方かと想像するが、もの忘れ医療相談そのものにつながらなく孤立している方もい

らっしゃると思うが、その場合はどのようにアクセスをしていけばよいのか。またチーム自体

がどうやって、介入するかということをちょっと考えてみたい。 

事務局（幣原）：このその他の欄の「近所の方で認知症のような症状があり、かかわりも拒

む」というのは、例えば民生委員さんからのご相談があり、そのままどこに相談していいかわ

からずに、サポート医の先生のところに直接相談に行かれるというケースもあると伺っている。

そこで認知症支援の主軸となっている認知症支援コーディネーターに相談していただき、コー

ディネーターやサポート医の判断した結果、認知症初期集中支援事業の対象となれば、そちら

につないでいただきたいと考えている。 

粟田部会長：高齢者あんしん相談センターの方々が、通常相談を受けているところだと思う
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が伊東さん、いかがか。 

伊東委員：この「その他」の方たちが包括で通常かかわっている方たちの大多数である。 

ずっと関わり続けるというのは、信頼関係をつくるとか、地域でその人らしく暮らしている

のかどうかの見極めも行う。不器用ながらも地域で暮らしている方も非常に多いので、何をも

って強硬に介入できるのか、そんな権限もない。その方の状況を把握するためにはかなりの時

間を要するけれども、非常に意識の高い方たちからは、「包括につないだのにどうなっている

んですか」との指摘がある。認知症になっても、あるいは認知症でなくても、その人が人とし

て尊重されるというところを非常に大事にしているはずだけれども、勉強すればするほど、こ

うしたほうがいい、ああしたほうがいいという、皆さんの熱い思いが私たちには痛みになった

りもする。でも、それが辛いからといって、本人の権利を侵害することもできないので、ご要

望もないのに、無理やり何かを押しつけることもできない。 

粟田部会長：中谷さんいかがか。 

中谷委員：認知症初期集中支援対象者となる方の相談は、どちらかというと我々が、これはやは

り一回、先生に診てもらった上で考えたほうがいいなと考えて、持っていくパターンが多いの

かなと思う。それが全て、もの忘れ医療相談の今後進めていくチームでの会議で解決できる話

かというと、そんなに簡単でもないのかなと。あとはやっていく中で、ここが足りないから何

をつけ足していこうかとか、そういうような議論の中で、ここのチームが強くなっていけばい

いとは思う。チームでできない事は、通常の包括業務の中で役割分担をしながらやっていく事

になると思う。 

粟田部会長：一つだけ意見を。その他の中の「近所の人で認知症のような症状があり、関わ

りを拒む」、この文言はちょっと検討を要するかと思う。関わりを拒むという、そのことが問

題ではなくて、拒む人は幾らでもいるわけであって、拒むのは自由なので、やはりそうではな

くて、認知症のような症状があるというのはよいが、「社会の中で孤立していて、必要とされ

るような支援やサービスにもアクセスすることが難しい状況にある人」等、もう少し本人視点

の言葉がよいのではないか。その上で、こういう方は確かにいらっしゃってとても心配ではあ

るが、この人が認知症になっても人として尊重され、希望を持って自分らしく生きるというこ

とは一体どういうことなんだろうと考えながら、どういうサポートがいいんだろうということ

を考えるチームでなくてはいけないだろうと。ただ医療につなげればいいということではもち

ろんないし、だから、この辺のところを少しじっくり考える必要があるだろうと思う。 

林田委員：最初の議論に戻る。鴇田さんがおっしゃったみたいに、掘り起こしの作業がなか
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なか具体化されない。そこが明確にならないと、待っているだけでは間に合わない可能性が高

い。掘り起こしの作業は民生委員さん頼りのところがあり、そこがとても気になる。確かに人

間関係を築いてじっくりやるというのと、孤立されているからまずは関係づくりから、という

のもわかる反面、私の仕事は認知症のグループホームだが、入居時に一番切迫するのは、火の

始末ができなくなった時である。そのときには、訪問・助言・調整をぎゅっと圧縮しないとい

けない。地域でその方の人権を守る生活と、火の始末ができなくなった時の緊急介入の線引き

がとても難しい。その次が汚物や金銭問題。その辺も具体的に、ある程度絞り込んで考えてい

かないと、実効性は低くなる思う。 

粟田部会長：あんしん相談センターの方々は、この辺のジレンマを考えている日々なんだと

思うが、関わりには極めて高いスキルと、しっかりした制度的、政策的なバックがないとでき

ない。この問題は、きちんと議論して解決していかなければならない。望月さん、いかがか。 

望月委員：対象者となる方に、強力に介入するのかどうかは基準的なものがないと、なかな

か踏み込みにくい。今ある情報を総動員しながら、火の不始末に対する緊急性を判断して、ど

うしようかということになる。最終的に介入するのかどうかは、結局その事例による。もちろ

んそこでご家族がいればよいが、いない場合はさらに困ったなという状況になり、どうするか

というと、まずは高齢者相談係の相談員と話をしながら、行政を巻き込みながら検討している。

必ず複数機関、あるいは複数人数で対応していく。今お話があったような状況というのは、各

包括の必ず持っている事例だが、介入の仕方は行政と連携しながら、一事例ずつカンファレン

スで方針を検討している。 

阿部委員：近所の方から相談が入るといった時点では、もう既に認知症はかなり進行してい

る可能性もある。なので、なるべく早い段階で初期集中事業のほうにつなげられるとよい。去

年の認知症ケアパスをつくる時も検討されたが、やはりケアパスに乗れない人、乗ったとして

もどうしても関われない方も必ずいる。認知症をきちんと理解することは大事だが、やはり認

知症であっても、生活ができていれば周りの人が無理やり相談に連れていくのは難しい。家族

がいれば家族に見守ってもらい、家族がいない方は地域の方や包括の方たちが何らかの形で誰

かにきちんと見守ってもらう。チャンスがあれば、何らかの形でどこかにつなげていくとか、

適切な生活ができるように関わっていけるのがよい。私達から見ると理解できない生活かもし

れないが、ご本人にしてみれば“自分らしく生きている”のだと思う。 

鴇田委員：私の母のところに来ている女性ヘルパーが、開口一番、「外に変な人がいるんで

す。ゴミ袋の上に座っていて、怖くて声がかけられませんでした」と。専門職のヘルパーです
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ら、そういうような認識である。そういう方に、声かけすらできないで介護福祉士だと言って

いるのかと、ちょっと僕は厳しく怒った。 

 その方は２階建ての古いアパートに住んでいる独居のおばあちゃん。たくさん買い物してき

て、いつもごみ袋に買った物を入れて、サンタクロースみたいにかついで歩いている。すごく

腰が曲がっていて、髪も長髪で、確かにちょっと異様。それで買ってきた物の上に座っていた

んで、「どうしたんですか、大丈夫ですか」と言ったら、「大丈夫だ」と。「荷物が重くて暑

くてへばったから、この階段の下で休んでから上に上るから心配はないから」と答えてくれた。

サポーターが１万1,000人いて、そういう声かけすらできないというのは、非常におかしい。 

 児童虐待通報と同じように、認知症を通報して、地域包括につないで、地域包括に「あの件

どうなった？」というのはどうかと思う。認知症でない人が、認知症の方との壁の高さを低く

していくような方向の政策をとらなくてはならない。認知症サポーター養成講座受講者１万人

の方と、さらにステップアップ講座受講者は約70人の方が文京区内にいらっしゃる。包括の方

は大変忙しい中だとは思うが、そういった人たちと包括の方が、何か集まって話をする機会を、

そういうものを企画していただけたら、いいんじゃないかな。それは、先ほど話題になってい

たまちづくりのほうにもつながることではないかと思うが。 

粟田部会長：さまざまな認知症の方々の一局面が出てきたと思う。医療機関を紹介するとい

うようなフットワークの軽い支援事例から、社会の中で孤立して、サービス支援につなげるの

が難しい人、あるいは火事の危険など、そういうぎりぎりで暮らしている方のレベルまで様々

な認知症の方々が現実にはいらっしゃるが、地域包括支援センターというのは全部それを受け

ることになっている。この事業の目的は、認知症初期段階に把握して複雑化・困難化しないよ

うにするということであるため、そういう厳しい事例は対象にならないんじゃないかという意

見もあったかと思うが、いやそうではない、というご意見もあるかもしれないので文京区の認

知症初期集中支援事業をどのように考えていけるとよいかについて、ご意見を。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：認知症初期集中支援事業対象者のイメージは、認知症

の初期段階の方に対してどう支援していくかというのが一つあるかと思うが、今、議論されて

きたような、重篤化した方に対して、必要な医療、あるいは介護サービス等につながっていな

い場合も、ご家族や近所の方々からの情報であるとか、あるいはもう既に見守り的なところで

高齢者あんしん相談センターの職員が持っている情報から、先生にご相談して支援方法を仰ぐ

といった利用の仕方があるのかと思う。必要な医療、あるいは介護サービス支援等につながっ

ていない方々を基本的には対象として、まずはスタートさせたい。 
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粟田部会長：必要な支援につながっていないということを一つの条件するが、必要な支援に

つながっていないという人たちの中に色々なスペクトラムがあるという。他にいかがか。 

本多委員：地域に、認知症症状もあるかもしれないが、もともと精神疾患の症状もある方が

いらしたときに、この初期集中支援事業対象者となるか。 

望月委員：結局、他の疾患があっても、例えば65歳以上になりました、もの忘れが出てきま

した、認知症ですよねとなり、これまでの状況と、新しく出てきた症状をどうやって住み分け

るんですかみたいな話は往々にしてある。ただ、そうなってくると、専門的な診断がないと、

状態把握することは難しい。その場合は、認知症初期集中支援事業のチームワークの中で関わ

ってもらいながら、専門的な診断が必要となれば、我々も支援する側の立場として恐らく整理

がしやすい。暗中模索で何となくやるよりは、整理には非常に有効ではないかと思われる。 

粟田部会長：今の望月委員の回答を要約すると、何でも相談してくれと言うことだと思うが、

本来、相談というものはそういうものである。ところが地域包括支援センターだけでは解決で

きない。精神障害や知的障害、身体疾患などの要因が重なって症状の悪化があるかもしれない

ということで、そのバックに専門職の多職種協働チームがあるというのが重要である。それが

今までの地域包括支援センターでは制度上担保されていなかったという問題があったが、実は

この初期集中支援チームというのが初めて区市町村の責務として担保する仕組み作りを行って

いる。だからこの初期集中支援チームには、精神科医や内科医、その他の専門職がいる。そう

いう人たちが必要に応じて、このチームに関与できるということを担保しておくことが非常に

重要である。権利侵害的な問題や生死に関わる火の始末の問題が起こった時のバックに、地域

包括支援センター単独で考えるのではなくて、行政も絡んで、相談に乗れるチームをつくって

おくという意味合いがとても強いと思われる。 

望月委員：追加。先ほど、認知症サポーター養成講座のプログラムについて話しがあったが、

認知症サポーター養成講座のプログラム内容には一応原則論がある。余りにも脱線すると本来

のプログラムではなくなる。現場でこういうことが起きていますよ、このように理解をしても

らうとありがたいんですみたいな事例をたくさん出しながらグループワークできるとよいが、

さすがに90分では難しい。それと、認知症サポーター養成講座受講後の方の活躍の場をどうし

たらよいのかという話があったが、高齢者あんしん相談センター富坂では去年から「ロバ友の

会」を立ち上げた。サポーター養成講座受講後の方にご連絡をして、集まりませんかと呼びか

けた。何かをするというよりは、ネットワークをつくろうということで始めてはいるが、非常

に集まりがよろしくない。お仕事をされていたり、既に社会的な活動をされている方が多くて、
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そうした皆さんが集まれる日程調整が難しい。しかしサポーター養成講座受講後の皆さんにど

のように活躍して頂くかについては課題である。 

伊東委員：数年前に区としても、サポーター養成講座受講後の方を対象にアンケートをとろ

うと検討していた記憶がある。サポーターとして何がやりたいかとか、どういう場があったら

活躍できるか、みたいなことを情報収集をした。日常の生活の中で、買い物の途中で困ってい

る人がいたら手伝うとか、通勤の途中で認知症らしき方がいたら声をかけるというのが普通の

サポーターなのに、じゃ、何をやらなければいけないんですかみたいなプレッシャーになって

いた印象がある。言っていることは正しいが、何のためにそれをやるかが共有できないで、た

だ、そういうイベントごとに走りがちなのが、どうもずっと認知症系の支援については続いて

いる気がする。さっき粟田先生がおっしゃったように、認知症の方ご本人、あるいはまだ認知

症になっていないご高齢の方がどう自分らしく地域で生きていけるかというテーマで物事をや

るべきなのに、これはどういうやり方にしたらいいかとか、内容を充実させるにはどうしたら

いいかという話に終始している。 

粟田部会長：多分この話は文京区だけじゃなくて、全国でそんなことになっているかと。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：認知症サポーターさんの活躍の場については、いろい

ろ試行、検討中であるが、認知症事業への参加のご案内等は継続して行っていきたい。 

粟田部会長：サポーターはサポーターだが、サポートワークではない。最近はサポートワー

カーという言葉があり、英国、スコットランドのほうで、ちゃんとワークする人をつくろうと

いう動きがある。認知症カフェをやる人は最低限認知症の勉強もするが、人権のことも勉強し

て認知症のことと人権のことを勉強した人たちが認知症カフェをやるとか、あるいはそういう

ことをやったお店を認知症カフェとしようとか、認知症ショップにしようとか。ただ認知症の

勉強をすればいいとうわけじゃなくて、認知症とともに暮らしていくということをサポートす

るという教育を受けて、そういうような店をつくったり、会社をつくったりと。そういうとこ

ろではちゃんと企業として認知症の方に声をかけるとか、困っていそうな人がいたら「どうし

たの」と声をかけるとか、そういうことをやろうということが組織団体として、一つのポリシ

ーとしてあるというようなところに、本当はつなげるようなことを考えなきゃいけないなと。 

他にいかがか。 

林田委員：認知症初期集中支援事業の予算について伺いたい。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：予算は今年度からとっている。内容としては、もの忘

れ医療相談を母体とした、それにかかわる先生方への謝礼、順天堂医院への謝礼、業務委託し
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ている高齢者あんしん相談センターのほうも予算を組んでいる。 

林田委員：謝礼以外の初期集中支援期間６カ月の内容に関しての予算というのは、細かくは

決まっていないということか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：その謝礼が発生するタイミングはチーム員会議を行っ

たその回数分（見込み）の予算立てを行っている。 

林田委員：実際は集中支援している関係機関が一番負担が大きいのではないかなと思う。訪

問や助言等の支援にお金の裏づけがないと活動できないのではないか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：認知症支援コーディネーターの方を中心として、支援

が開始されるがそれは委託内容の活動の一部となっている。 

高橋係長：認知症支援コーディネーターの活動については、個別に東京都の補助金を活用し、

事業を実施している。それ以外に、今年度から認知症初期集中支援事業を始めるにあたり、高

齢者あんしん相談センターの通常の業務委託とは完全に別枠で、認知症初期集中支援事業用の

委託費という形で活動予算は計上している。その他は専門医やサポート医の先生方に対しての

チーム員会議出席謝礼を計上している。 

林田委員：一体幾らぐらいかかる話なのか、具体的な金額がわからない。ごめんなさい、今

日はお医者さんの先生もいらっしゃるところで非常に言いにくいが、謝礼金が職種によって額

が違ったりする。 

高橋係長：謝礼の額について、同じ会議で関係者の皆さんが共有されるので、同じ額という

考え方もあるが、区の予算見積方針に沿い計上している。 

林田委員：アメリカ等は、同格でチームとして動く。日本の制度を全部否定するつもりはな

いが、文京区みたいにさばけた区は、その辺を汲んでもらえたらという私の願いみたいなもの。 

諸留委員：お金のことはよくわかならいが、例えば包括支援センターに勤めていらっしゃる

方は給料をいただいているならお給料の中で仕事をすれば、手当というのは別になくてもよい

のかと。 

粟田部会長：ということで、そろそろ終了時間となる。区市町村でこういう理念を持って認

知症施策をちゃんとやっている自治体を文京区以外に私は知らない。「認知症になっても人と

して尊重され、希望を持って自分らしく生きる」という、このことをよくよく考えながら、ぜ

ひこの文京区認知症初期集中支援事業の事業立てを考えていただければと思う。 

林田委員：最後に一つ。ここの今日の資料の「目標」となっている。 

 これは先生がおっしゃるみたいに理念か目的か、どっちかだろうなと。目標ではないと思う。 
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真下認知症・地域包括ケア担当課長：ケアパスの部会が立ち上がった当初は“理念”という

ことで検討されていた。パンフレットには、最初のページに目標として出している。この目標

という文言が、認知症になっても、人として尊重され、希望を持って自分らしく生きることが

できる文京区を目指してというところで、ケアパスのほうではこの文言を乗せていこうと検討

していただいた。理念と、目標と目指すべき姿ということで２つあり、わかりにくい所もある。 

林田委員：理念はあるべき姿。目的は目指すべき姿。どちらをとるかは考えたほうがよい。 

鴇田委員：理念というと、僕の感覚では、憲法にも理念とあるが、達成されなくても努力す

ればよい。努力目標というか努力義務というか。目的としたら、これは行政も関わって、区民

も関わって達成されなければいけない。そういう町にしなければならない。どちらをとるかは

今後議論できるとよい。 

粟田部会長：さらにもう一つ言えば、目的ができたら、それに向けて、アウトカムも具体化

させ、本当にそれが達成されたかを確認するという所までやれるとよい。 

 

Ⅳ その他 

鴇田委員：一般社団法人日本ケアラー連盟から、法的に、介護する人の権利が守られるため

の要綱骨子案ができた件について情報提供あり。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：次回の日程は、年度末２月か３月を第２回目として予

定している。 

 

Ⅴ 閉会 

粟田部会長：本日はこれで閉会とする。協力に感謝する。 


