
 

 

 

平成28年度第２回 文京区認知症ケアパス検討専門部会要点記録 

日時 平成29年2月6日（月）午後1時15分～午後3時15分 

        場所 第１委員会室（24階） 

 

＜会議次第＞ 

 

Ⅰ 開会 

 

Ⅱ 議題 

 １ 文京区認知症ケアパスに関する調査報告・パンフレット改訂部分の検討について 

   （資料１） 

 ２ 文京区認知症初期集中支援事業の検討について 

 （資料２－１、資料２－２） 

  

Ⅲ その他 

 

Ⅳ 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、柴田展人委員、中村宏委員、作田和子委員、小倉保志委員、阿部智子委員、        

諸留和夫委員、宇賀治みや子委員、鴇田昭裕委員、上村紗月委員、岩井佳子氏（望月修委員代

理）、伊東浩美委員、渋谷晴美氏（中谷伸夫委員代理）、新堀季之委員 

＜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 川村係長、真川  
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Ⅰ 開会 

 

Ⅱ 議題 

 

粟田部会長：第２回の文京区認知症ケアパス検討専門部会を始める。最初に文京区認知症ケアパ

スに関する調査報告・パンフレット改訂部分の検討について事務局から説明をお願いする。 

 

事務局が、資料１「文京区認知症ケアパスに関する調査報告・パンフレット改訂部分の検討

について」により説明を行った。 

 

粟田部会長：1点目は、文京区認知症ケアパスに関する調査報告、2点目がパンフレット改訂部分

の検討のための説明であった。最初にこの文京区認知症ケアパスに関する調査報告について、

ご質問などをお願いしたい。 

諸留委員：アンケートの回収率について、病院が85％という高い数字である。診療所は、１人の

先生が全部やらなければならず忙しく、そういうことがこの回収率に出ているのではないか。 

粟田部会長：回収率の差についてはいかがか。 

中村委員：診療所で診療しているが、認知症だなと思う人に、ケアパスパンフレット（以下、パ

ンフレット）をすぐ渡すかというと、本人に渡すには、読んで聞かせて説明しなければならない

のですぐ渡せない。家族に渡すのが一番いいが家族だけを呼んでという機会もないので、手渡し

できていないというのが現状である。 

粟田部会長：今回の調査では、まずはこのケアパスの存在を周知してもらうという、その機会に

なったのではないかという、そこが確かに第１弾かもしれない。 

鴇田委員：ケアパスの意味がわかりにくいという、このご意見は大事ではないかなと思う。それ

から、家族支援のための内容の記載、そのサービスは少ないという印象である。 

粟田部会長：非常に重要なご意見だと思う。新オレンジプランでもケアパスという言葉を使って

いるためで、この言葉は、欧米のインテグレイテッド ケア パスウエイ フォア ディメン

シア（integrated care pathway for dementia）を、日本語で認知症ケアパスウエイをさらに

略して認知症ケアパスとしているのでさらにわかりにくくなっている。この意味を普及させる

方向に行くべきか、議論の余地がある。もう一つはパンフレット改訂に関して、ご意見などい

かがか。 
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阿部委員：高齢者の視力低下や白内障などがある場合は、色がどう見えるのか考慮が必要と感じ 

た。先ほど出ていた認知症ケアパスの意味については、表紙の「認知症ケアパス」の表記は小

さくし、パンフレット名の「知っておきたい！認知症あんしん生活ガイド」を出して説明する

と良い。パンフレットは、本人だけでなく家族や周りの人が読んでもいい内容になっている。

また、家族支援については、家族の会の連絡先などを載せるようにするとよいと思った。 

粟田部会長：地域のサポート・サービス一覧表（以下、一覧表）の配色について、柴田委員に伺 

いたい。 

柴田委員：眼科は専門外であるが、字の大きさは少し小さいという意見もあった。そして文字の 

色が黒でいいかというのと、大体黄色系に見え、背景の白が際立つとまぶしい感じになると聞

く。同じ白でも紙のトーン等について、眼科医に参考意見を聞いてはどうか。 

中村委員：色に関しては、学校医を務めている眼科医に意見をもらうことができる。文字が全て 

黒になっており、見やすいとは思う。 

粟田部会長：認知症であるかないかということ以上に、色弱の方は全ての世代にいらっしゃるの

で、そういう観点で眼科医に意見をもらうことが必要であろう。１つ質問だが、介護保険のサー

ビスは、緑にしているが青とピンクの理由は何か。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：一覧表の段ごとに「家族支援」「住まい・生活の場」の色 

と、多色使いなので、それが逆にわかりづらくしている一因かと考え２色で、種別ごとに色づ

けしている。 

粟田部会長：他に、いかがか。 

宇賀治委員：多色刷りにする必要はそれほどないのではないか。これとこれはこういう意味で分 

けているという違いがあれば十分ではある。 

粟田部会長：認知機能という観点からは、色と意味という２つの領域の情報を提供した場合、認

知するのは苦手である。認知機能検査のストループテストでは、色にカテゴリー分けするのと、

文字の意味のカテゴリーという２つが与えられると混乱するというのがあるので、情報はシン

プルにしたほうがいいだろう。 

柴田委員：認知症の状態は連続性がもともとあるものなので、元気なうちから重度にかけてグラデ

ーションのほうがいい。 

粟田部会長：状態像は、単色でグラデーションにしてはいかがかという意見。また、諸留委員の

意見で、我が事にならないとこれを見ても関心が湧かないというのは、まさにアンケート調査

にあらわれていた。これを我が事と思って関心を持って見てくれているのかを知ることが大事
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である。当事者の方や家族がこれを見てみてどう感じるのか、次回、パンフレットを作成する

時に聞いてみるとよい。また、意見の中に、イメージが湧く写真を入れたらどうかという意見、

もの忘れ医療相談の中村先生の写真は、大変リアルである。写真は取り扱いが難しいところも

あるが、上手く使うと魅力的にできることは間違いない。例えばグラスゴーという、英国で人

口60万ぐらいのところだが、このようなパンフレットは、グラスゴーの美しい町並みが表紙で、

すばらしいという感じがする。文京区での何かそのようなものを考えてもいいのかもしれない。 

宇賀治委員：例えば一覧表に写真あるいは絵が使えるのではないかと思う。民生委員・児童委員

は、１行に書かれていて説明がないのでふれあいいきいきサロンや関連ある場所の写真などが

あると、イメージしやすいのではないか。 

粟田部会長：予算や技術的なことはあるが、認知症カフェやサロンなどの居場所で、いい雰囲気 

の場所でサービスを受けられたり、相談できる等の写真があると良いという宇賀治委員のアイ

デアは、とてもよい。 

小倉委員：認知症のパンフレットを手にとりやすいように、ハードルを下げるような文言を頭に

置 いたらどうかと考える。本人や家族が、恥ずかしい病気というようなマイナスのイメージ

もまだ強く残っている。がん等と比較すると、そういったことの周知はまだまだ薄い。「はじ

めに」には、認知症は一定程度、全人口の中で発生する割合がある病気であり、あなただけの

問題ではありませんというような文言があれば、自分は安心してパンフレットを手にとること

ができると考える。 

粟田部会長：重要な意見である。文言を吟味していくことにもつながるが、まずは本人がこれを

読んだときに、すっと胸をなでおろせるという、むしろ少し安心できるような、そういうような

文言を、特に「はじめに」のところで書けるとよいのではないかと。しかも、認知症というのは

年をとればみんななるものだよというメッセージがあったほうがよいのではという、とてもよい

意見である。ちなみに、仙台市でつくっている認知症ケアパスは、それが徹底されていて、最初

の文言が、「今この冊子を手にとったあなたはとても心配しているかもしれませんけれども」と、

そこから始まる。まさに本人が、これを手にしたときの心情からスタートしていく文言が入って

いる。 

諸留委員：しかし、本人も認めたがらず、家族の方もなかなか認めたくないということがあるの

で調整が必要ではないか。 

鴇田委員：なおさら、小倉委員の意見のような一文というのが必要と感じる。あのレーガン元大

統領が自分からカミングアウトした時に、ナンシーの顔がわからなくなる前に僕はカミングアウ
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トするという話、そういうセンスで日本では受けとめられない社会的な特質であるから、そこを

越えていくようなことをしないといけないというのが課題になっている。 

新堀委員：現場サイドからは、諸留委員の意見のとおり、自分もしくは身内のことを認めたくな

い、自分だけは起こらないという考えをお持ちの方も結構多いことから、小倉委員や鴇田委員の

意見のとおり、その方々を傷つけずに、なおかつ知るチャンスになるというツールとして使えれ

ばよいと思っている。なるべく最初なので平易で受け取りやすく、中身を見やすく、なおかつ自

分の興味や気になるところを聞けるよう、インデックス的に使えたらよいと思っている。 

粟田部会長：他に、いかがか。 

岩井氏（望月委員代理）：一覧表では、サービスの羅列があるがイメージがつきにくいというと

ころは、アンケートの意見にもあったとおりで、写真を入れたり、成年後見制度にサービスの使

い方のイメージの掲載、このような方がサービスを組み合わせで使っているという事例などがあ

ってもよいと思う。 

粟田部会長：このケアパスというのは、本人や家族がこれとこれを今使おうかなということを考 

えるツールであるので、そのような例示はひとつのアイデアである。 

上村委員：どちらかというと家族の方に渡す機会が多いというふうに考えると、一覧表が見やす 

くなるといい。また、先ほど諸留委員の意見でもあったとおり、自分事として見ていただくとい

うところでは、誰もがこうなるという文言があるとよいと思った。 

阿部委員：様々な意見があると思うが、「認知症あんしん生活ガイド」ということで、シンプル

が一番であり、家族の方や自分で認知症が少し心配と感じているときに、読んでもらうのがよい

と思う。心配になったときに連絡できる、相談できるところが全面的に目立つというほうがいい

のだろうと思う。活用が多いであろう高齢者あんしん相談センターのから意見が出やすいのでは

ないか。 

粟田部会長：阿部委員の提案も含めて、それからつくるプロセスについても、一番活用するであ

ろう高齢者あんしん相談センターの意見を聞くということと、これから認知症になるであろう

という方が読むという、そのようなイメージがよいのではないか。これから認知症と診断され

る全ての人がこれを読めるようにしていくというのが一つの目標と思う。 

諸留委員：文京区は、高齢者クラブ連合会という団体があるので、将棋やダンス、民謡など４階

のシルバーセンターでやっている。そういった集まりで配布すれば、効率はいい。 

粟田部会長：ご意見感謝する。では、このケアパスについては、改訂作業を進めてほしい。次の

議題だが、文京区認知症初期集中支援事業の検討について、事務局から説明をお願いする。 
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事務局が、資料２－１、資料２－２「文京区認知症初期集中支援事業の検討について」 

により説明を行った。 

 

粟田部会長：この認知症初期集中支援事業は、認知症ケアパスと切っても切り離せない関係にあ 

るもので、文京区で認知症になったとしても、さまざまなケアが受けられるというものをつく

り上げるのが認知症ケアパスだが、それをこれから全ての人が利用できるように担保していく

というのがこの初期集中支援チームであり、この会議で引き続き検討していく。では、この認

知症初期集中支援事業について、ご意見などいかが。 

諸留委員：事業目標の「認知症の人やその家族が」については、「適切な医療や介護につなが

る」ではなく「つなげる」となると思う。その次の「事業の実施を通じて、認知症の早期診断、

早期対応の重要性が理解され、医療・介護連携の支援体制が構築される」とあるが構築されたも

のが活かされのであって「構築される」という事業の目標というのは、そぐわない。その次の

「チーム設置の目的」についてだが、チームの役割、仕事という言葉であらわし、「在宅生活の

継続を基本とした自立生活を維持するための適切な支援につなげる」、「チームの活動が、地域

における認知症に関する医療と介護の連携・対応例として蓄積」を「よく知られるようになり、

地域での認知症支援がごく普通に行われるようにする」という書き方がよいのではないか。資料

２－２だが、相談というのが多くありどこに行ったらいいのか分かりにくい、私の考えでは、ま

ず、ルート１は、高齢者あんしん相談センターへ行く。ルート２は、かかりつけ医や病院等に行

くと思う。そして、ルート３は、民生委員や区役所、社会福祉協議会等に行くと思う。それと、

右側に順天堂医院があるが、確定診断されたらどうなるのかがわからないのではないか。診断後、

順天堂医院から高齢者あんしん相談センターへ連絡され、初期集中支援チームの６カ月集中支援

が行われるということであろう。初期集中支援チームのリーダーを決め、その中で検討し本人を

支援し、本人や家族が相談してよかったという活動であることを期待する。 

粟田部会長：事業目標と目的であるが、事業目標の２つが、つなげることと体制を構築すること 

が目標になっているが、これが目標でいいのかということ。何のためにつなげ、何のために体

制を構築するのかというのが本当は目標なのではなのかという感じがする。チームを設置する

目的は、つなげるため、体制を構築するためかもしれないが、その大目標は何かということで

ある。 

諸留委員：私のイメージでは、認知症になっても、なるべく迷惑をかけることが少ないような生
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活をしたいということ、できるだけ自立した生活できるようなということが目標だと思う。 

粟田部会長：例えばケアパスにある、はじめにあるような文言もよい感じがする。人生をよりよ 

く生きるというような、諸留委員の意見は、認知症になっても安心してこの町で暮らしていけ

るようにというような、そんな意味合いだとは思うが、事務局としてはいかがか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：もの忘れ医療相談を基盤として、そこを拡充するような位

置づけでこの初期集中支援チームを捉え、事業といった意味合いで体制整備を考えたところが

ある。目標としては、ケアパスのような目標を掲げ、そして目的については、その目標に向か

ってどういうことをするのかという形で整理し、この目標、目的というところをもう一度検討

したい。また、相談の窓口がいろいろあるというところは、図の表現を少し工夫をしたい。そ

して、順天堂医院の表記については、直接相談に行くことは多くはないかもしれないが、アウ

トリーチチームとの関係性もあり協力関係にあるということで図に表している。 

中村委員：この初期集中支援チームという言葉が少し重いような気がする。チーム員の全員が揃

わなくても、嘱託医や認知症支援コーディネーターが初動しやすい形になればよい。認知症の

人にキーパーソンがいるかいないかで大分違うと思うが、医療か介護につなげていくための社

会福祉士等や支援チームが、いかに早く動くかということなのではないか。サポート医、コー

ディネーターが情報を得て、認知症の人を、どのように受診を促すか、ほかの職種の人がそれ

をサポートして、本人にどう働きかけをして動いていけるかというチームだと思う。 

粟田部会長：この初期集中支援チームができた経緯だが、本来の意図は地域包括支援センターと

医療の連携がスタートで、特に認知症の方は一体的な医療・介護等の提供が必要なので、きち

んとサービスを調整できるようにするということで事業立てができたという経緯があり、中村

委員の意見のように、まずはコーディネーターとサポート医が一緒になって動くというような

ことで十分なのではないかと思う。 

阿部委員：中村委員の意見のように、コーディネーターが認知症の人とつながって、コーディネ 

ーターの人がこのチームで動けるか検討していくのが良いのではないか。相談窓口は、相談す

る人が自分の担当の高齢者あんしん相談センターが分からないことがあるので、周知用リーフ

レットへの掲載については、高齢者あんしん相談センター本所の４箇所だけでよい。相談する

ときは、悩んだり不安に思って連絡してくるので、そのタイミングを逃さないようにしたほう

が良いので本当に悩んでいる人と、認知症として診断されているが、その後サービス利用につ

ながっていない人では、同じ内容でないほうが良い。 

粟田部会長：リーフレット配布の対象は、どこか。 
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真下認知症・地域包括ケア担当課長：ご本人やご家族、あるいは支援者、広く周知したい。 

粟田部会長：確かにこの初期集中支援チームのコンセプトをどのように考えていくかということ 

が重要なものになる。中村委員に伺いたい。先ほど真下課長から、現状のもの忘れ医療相談事

業をベースとして初期集中支援チームをつくっていくという話だったが、この事業そのものは

とても相談する人にとって気軽な事業なのではなかというふうに思うが、それとこの初期集中

支援の関係については、いかがか。 

中村委員：最初の相談を受け、その次にどう我々が動くのか、相談者が医療機関や介護につなが

っていくように、支援することが大事であろう、そのために、私たちが訪問するか本人に来て

もらうかして、その後、順序立てができるような人であれば、どちらかにはつながっていくと

思う。しかし、それを本当に拒んでいる人とか、まだ悩んでいる人に対してチームの存在があ

ることの助言やチームが支援することで、早期に必要な人に医療や介護につながると思う。 

粟田部会長：これはイメージ的には連続的なものだというふうに考えてよいか。極端な言い方を

すると、もの忘れ医療相談事業＝初期集中支援チームでもよいということか。 

中村委員：後方支援としてチームが控えていてくれ機能していけば、相談事業だけでもよいし、

そのほうが、現場としては動きやすい。 

粟田部会長：ほとんど重なっているようなイメージか。 

中村委員：最初の相談は、任せてもらい医療か介護かにつなぐよう支援することが大事で、その 

ために社会福祉士がいたり、精神科医がいつでも出られるような体制があるということが理解

されていれば、活動できるのではないかと思う。 

粟田部会長：柴田委員、このイメージはいかがか。 

柴田委員：イメージは、やはり導入部分だろうと思う、医療や介護は充実した地域だと思うので、 

導入の部分の早さ、使いやすさに重きを置いて動きだしたほうがよい。フットワークが悪いと活

用されない印象があるので、チームの頼みやすさ、気軽さなどに重きを置いて動き出したほうが

よいと考える。 

粟田部会長：資料２－２にある順天堂医院の精神科医は、いつもこのチームにいるとうわけでは

なく支援が必要な時に手を貸してもらうというような立ち位置で実働する。この初期集中支援

事業はとても手軽なもので、順天堂医院の医師は要請によってチームとして協働するという理

解でよいか。 

柴田委員：了解する。 

粟田部会長：現場の高齢者あんしん相談センターとしての考えはいかがか。 



 －８－ 

渋谷氏（中谷委員代理）：もの忘れ医療相談で、コーディネーターとして嘱託医と共に初動の部

分を対応しているが、この初期集中支援チームにつないだほうがいいケースをどう考えたらよ

いのかと思う。チーム員に精神科医がいることで、精神疾患が疑われたり、対応に困っている

対象者の相談や精神疾患の家族の相談ができると考える。 

粟田部会長：資料２－２のチーム員構成のコーディネーターが渋谷氏で、認知症サポート医と共 

に実施しているもの忘れ医療相談事業自体が、このチームになっているということであろう。 

伊東委員：初期集中支援チームがあったほうがよりよい支援になる対象の方というのはどういう

方なのだろうということがある。圏域では、勉強熱心な方が多く、文言だけが先行すると、認

知症の初期の方を発見した時に、人として価値観とかを尊重されずに、周りからルートに乗せ

られるような状況が多い。本来「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

く生きられる」はずの支援なのに、それに反して、この人は認知症なのになぜサービスを使わ

せないのか、という意識になっているような状況が実際に起きている。事業のハードルは低い

ほうがよいと思うが、何のためにチームが設置され、何のための事業なのかという認識が間違

ってしまうことが最近よくあるので、そこは非常に切ない。通常であれば、この相談の流れは、

普段、高齢者あんしん相談センターが相談を受けている流れである。 

粟田部会長：非常に重要なことである。 

鴇田委員：大変よい意見である。先ほどからの議論で医療・介護の連携の支援体制に乗らない人

はどうなるのか。「認知症のケアパスからそれないで」とあるがそれてはいけないのかという

ことである。もの忘れ医療相談をベースにして、さらにそこにソーシャルワークの可能性を加

えていかないといいものになっていかない。何か災害時の初期初動チームのような、イメージ

につながってしまう。資料２－１の支援者にとっての、「様々な職種が、本人や家族の状況を

把握することで、多角的な視点で支援を検討できる」とあるが、生活は医療や介護以外にもと

ても多面的であるので、それぞれの場合にそれぞれの認知症の人のあり方があるというふうに

捉えて、価値観を押しつけないでほしいと考える。 

粟田部会長：資料２－１の「認知症ケアパスからそれないで生活する人の地域での支援が拡がっ

ていく」というこの文言が、問題かもしれないという指摘だと思う、それからもう一つは、も

の忘れ医療相談事業にコミュニティソーシャルワークをきちんとつけていくという考え方が重

要あるということ。このコミュニティソーシャルワークというのは、これはまさに人権から出

てきている概念であり、その人の人として生きる権利を守るために、その人が地域とつながっ

て、その中で暮らせるように調整していこうと。しかも、そういう地域をつくろうという２つ
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の考え方で出てきている支援ということであるが、実はこれをやるのが地域包括支援センター

の目標だった。このコミュニティソーシャルワークをするためには、医療とのつながり、介護

保険、福祉ともつながっていかなければならないし、福祉は当然経済的なものも含まれるが、

そういうものとつながっていくということで2006年に地域包括支援センターが創設された。そ

のときに制度上、きちんとつながれるように法律が整備されていなかったのでうまく動かなか

ったが、今、この認知症初期集中支援チームというものを活用することができるならばいいが、

そうでないならば、やめたほうがいいだろうという、そういう議論もあり得ると。 

鴇田委員：それはそれでいいが、ただ、100％ではないという話である。コミュニティソーシャル

ワークの実践という役割がもともとある地域包括支援センターであるのならば、そうした形に近

づけるのがよりよいのではないかと思う。 

粟田部会長：では、どうあるべきかということを再度検討する。ご意見いかがか。 

宇賀治委員：民生委員が担当している方の中には、相談窓口につないだほうがいいのではと思う

方が何人かおり、その方たちを医療等につなげるのが民生委員の仕事だとよく言われている。

私たちがつないだ方が地域で生活をし、その地域を見ている私たち民生委員としてどう支援す

るかが課題でもある。民生委員や話し合い員という制度があるが、機関や資格のある方ばかり

ではなくて、地域でいろいろな病気の方と一緒に生きていくという社会をつくるためだであれ

ば、いろいろな層の人がかかわっていくということが必要と思う。 

粟田部会長：地域がないと生きていけないというのは間違いないことで、そういうことが認知症

初期集中支援事業のコンセプトの中に入っていないといけないだろうということだと思う。そ

れから、この事業目標というのが非常に重要であり、制度のためにあるわけではないので、あ

くまで本人を中心としたもので、その本人が人としてこの地域の中で暮らしていけるようにし

ていくことが、本来の目標であると。制度に乗せることや医療につなぐことが目標ではないと

いうことがきちんと明示されていないと、今のようなおかしさが出てくるので、この事業目標

は、非常に重要な意味があるだろうと思う。その上で、機能する初期集中支援チームをこの文

京区でつくるためには、現在ある高齢者あんしん相談センターやもの忘れ医療相談事業、ある

いは順天堂医院によるバックアップといったもの、あるいはその地域の民生委員の活動、そう

いったものとどういうふうにして整合性を持っていくのかということを十分に検討することが

必要である。今の段階では、一番の現場である高齢者あんしん相談センターでまだ消化できて

いないというようなイメージだが、ここは少しイメージトレーニングがとても大事だと思うの

で、多分こういうことなのではないか、そんな意見が出てくるといいと思うが、いかがか。 
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阿部委員：この初期集中支援チームで動いても解決できないことが絶対ある。資料２－１の「認 

知症のケアパスからそれないで生活する」だが、それないでいけるのであれば、私たちケアマ

ネジャーは何の苦労もない。しかし、それていくというか、本当に家族が困っている状況の場

合、ケアマネジャーが頑張っても難しいというのが本音である。この事業は、地域で困ってい

る人が確かにいるのでその人たちをどのようにつなげていけば少しでも安心して暮らしていけ

るだろうかと考えたとき、チームはやはり必要で、このチームのキーになるのは、コーディネ

ーターだと思う。支援にあたっては、コーディネート能力が求められるコーディネーターの役

割は重要である。また、専門チームが関わらなくても、「それないで」いくというのは、私た

ちが思う認知症ケアパスからそれるかもしれないが、その人に誰かが伴走者としてそばについ

ていることができれば、それはその人がその人らしくいられるための見守り人のような存在に

なる。医療もしくは福祉につながるまでがチームの動きとするならば、それはそれでいいと思

う。ただし、その伴走者という人がその後もコーディネーターと相談できるということは継続

していくべきだと思う。ケアパスというものは医療や福祉だけではない、その人を見守ってい

く誰か、見守っていく家族、見守っていく自分たちとか、それは一つのチームだと考える。 

小倉委員：この認知症初期集中支援を仰々しく考える必要はなく、今できる範囲で、その人員、

設備で実施すればよいという考えである。法は、重度の方が自分の意思決定に基づいて暮らせる

ということを目指している。初期の方というのは、まだその前段階で、保護を与えるというよう

なところまでの必要は、法は予定していない。今想定できる人員、体制で、ニーズがあればその

範囲で応えるという程度のもので今はスタートしていいんではないかと考える。 

柴田委員：イメージは、気軽に情報の共有と阿部委員の言った伴走者というのはいい言葉で、誰

がどう伴走していくかということを決めるようなステップと考えればよいのではないかという

こと。対象となる人には、身体合併症の有無、生活環境でコンビニが近くにあるかないか等と

いうことも含め、認知症の人を多面的に把握するために、いろいろな職種の人が、情報の共有

をする貴重な場になっていくと考える。同じような事業を他区でしているが、「２年ぐらい地

域で見ていて、やっぱりどうしようもないんです」といって依頼を受けることもあるが、チー

ムとして介入するというイメージではなく、その状況を認知して、どうしていこうかという最

初の方向性を共有する場になっている。チームの医師として、診断が統合失調症であったり、

うつ病ということもあるので、介入するのではなく、個々の人たちを多職種で認知しておくと

いうイメージである。区の状況に合う方法でチームを作り、気軽に使われるのがよいと思う。 

諸留委員：事業を実施するにあたり、予算の措置が必要だと思うが、人件費はどうか。 
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粟田部会長：事務局から説明をお願いする。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：来年度の予算としては、初期集中支援チームの体制として 

の母体となるもの忘れ医療相談のチームに、高齢者あんしん相談センターの社会福祉士と精神

科医の必要な経費を予算に盛り込んでいる。 

粟田部会長：地域包括ケアシステムという考え方は、区市町村でそれぞれの特性に応じ、様々な

サービス提供システムをつくっていくという考え方で、この初期集中支援チームは地域支援事

業という介護保険財政の中の地域包括ケアシステムを実現するための予算の中で制度化されて、

介護保険法に位置づけられた。以前は、老人保健法があり、老人保健相談事業で医師が関わっ

ていたが、改正介護保険法以降、老人保健法はなくなり、地域包括支援センターが全部を担う

ことになり、医療、医師のかかわり、そしてコミュニティソーシャルワーク、それが全部なく

なってしまったという、大きな問題があった。国家としてお金を落とす仕組みをつくったとい

うのがこの初期集中支援事業の実は本質であって、その財源を利用するというのが我々の立ち

位置である。制度を絶対つくらなければいけないという意味ではなく、予算化の仕組みができ

たので、もの忘れ医療相談事業に予算措置し、コミュニティソーシャルワークができる人員を

確保し、活用すると考えるべきである。文京区独自で認知症初期集中支援事業の予算をいかに

活用するかという観点で、事業実施のための議論を今後進めていくことができればと思う。 

 

Ⅲ その他 

 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：本年度の認知症ケアパス検討専門部会は、今回で終了す 

る。また来年度は２回程度を予定している。 

 

Ⅳ 閉会 

 

粟田部会長：本日はこれで、閉会する。ご協力感謝する。 

 


