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会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 挨拶 
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(2) 医療ソーシャルワーカーと地域包括支援センター連絡会からの課題

報告 

(3) （１）・（２）について意見交換 

(4) 第２回・第３回の委員会の意見交換内容を踏まえての課題の洗い出し 

(5) 認知症ケアパスの素案について 

(6) 認知症施策に関わる課題の洗い出し 

(7) その他 

4. 閉会 
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会  議  経  過  

１．開会 

 

２．挨拶 

 

○事務局 

年末のお忙しい中ですが、お集まりいただきありがとうございます。本日も皆様の忌

憚のないご意見をいただき、課題の洗い出しをしていただけたらと考えております。ど

うぞ活発なご意見、ご提案をよろしくお願いします。 

 

３．議題 

（１）地域医療・介護サービス資源及び医療・介護に関する現状の情報共有 

 

○委員長 

議題に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 前回の第２回の委員会では、地域医療・介護サービスの資源と現状ということで、病院

と関連するところ以外を中心に検討させていただきました。本日は、病院の医療ソ

ーシャルワーカーお２人にお越しいただいておりますので、病院との連携という部

分を深く検討していけたらと思います。まず、前回の第２回にお配りした資料１の

在宅医療及び多職種連携に関するアンケート調査に＜病院の入退院時＞という項目

があります。現状では医療ソーシャルワーカーを通じて連携を取ることが多く、医

師と直接連携を取ることが尐ないということが出されていまして、対応策としては

情報共有シート（地域連携パス）を導入したらよいのではないかといったことや、

顔の見える関係づくり（地域ケア会議、多職種連携研修等）が必要ではないかとい

ったことがあがっています。 

続いて資料２をご覧ください。地域ケア会議からの課題につきましては、緊急時

の対応についてという項目ですが、地域ケア会議にて集約された課題としては、今

後、退院復帰促進の重要性は増すことが考えられるので介護職としてどのような対

応を求められるか。ということが課題として集約されています。この課題に基づく

検討事項は、自宅復帰に向けて自宅環境等の介護環境を医療機関に早期に伝えてお

くことの必要性、自宅環境等についてリハビリ職と連携した上で、連絡用フォーマ

ットを作成することの必要性といった点が地域ケア会議でもあげられています。 

また、平成２６年の９月から市内の医療ソーシャルワーカーと地域包括支援セン

ターの相談員の交流会ということで、年に何回か交流をさせていただきながら課題

の検討もしております。そのことに関して今回の資料１で説明をされています。 

 

（２）医療ソーシャルワーカーと地域包括センター連絡会からの課題報告 

 

～資料１に沿って説明～ 

 

 



○委員 

 市内の医療ソーシャルワーカーと地域包括支援センター相談員との交流会です

が、その目的は、日常的なつながりを作る、お互いの業務内容を理解する、医療と

福祉の連携を作るといったことで、年に３回程度開催しております。内容は資料１

の通りです。その中にある星印は、あがってきた課題です。１１月１９日に開かれ

た第５回では、司法書士の先生にお越しいただいて、「医療同意を考える」という内

容の講演会を実施しました。今後は、第５回を踏まえ多職種連携のような、事例検

討会をしていく予定です。 

 

（３）（１）・（２）についての意見交換 

 

○委員長 

私から一点、資料１に同意書の意味を知ろうと書かれていますが同意書とは何の同意書

なのでしょうか？ 

 

○委員 

 身寄りのない方とか家族のいない人を病院に連れて行くと、入院する際に色々な

同意書を提示されます。入院する時の緊急連絡先はどこにするか、といったものか

ら手術や輸血の同意を求められたり、色々な同意書があります。手術をはじめ医療

検査や治療となると、いくらなんでも書くことは難しい。また、同意書の意味を知

らないと断ることすらできない。ということを踏まえ説明していただきました。 

 

○事務局 

ご家族がいる方はご家族に同意を確認してということができますが、一人暮らし

や身寄りのない方が多数いらっしゃるので、その際にケアマネジャーや地域包括支

援センターが苦慮しているのが現状です。 

 

○委員 

 東村山市の場合、意志の代行をする人がいない場合どうされていますか？今後ますます

増えてくるだろうと思うので。 

 

○委員 

 今の所、こうするというのは決まってないです。対応したケアマネジャーや地域包括支

援センターの職員が自分の経験から、これはできる、これはできないという判断をしてい

ます。 

 

○委員 

 身寄りも成年後見人もいない場合は、意志の代行を周りの専門職の誰かが行っていると

いうことですか？ 

 

○事務局 

どうしても必要なケースであれば病院が対応していく形になるのですが。 

 



○委員 

今ご指摘いただいた部分ですが、最終的に一番困ることは医療同意です。具体的には、手

術、胃ろう造設、輸血の３つが１番の課題です。その他にも様々な同意書をかいていただ

くのですが、成年後見人がいらしても医療同意については、できないという立場をと

っている方がほとんどだと思います。現在の権利擁護と成年後見人制度上、仕方の

ないことですが、いざ目の前の患者さんが手術を必要としている時に手術をしない

という選択でもいいのか。その辺が病院単独での判断が難しく、ご本人の意思表示

が取れない場合について市役所、ケアマネジャー、地域包括支援センター等々でど

のような方法があるかを話し合っていければと考えております。 

 

○委員長 

これは今後大きな問題ですよね。結局責任は誰がとるのかということになります

から、誰も何か問題が起こった時に責任取らされるのは困るから同意書にはサイン

したくない、というのが問題になっているのですよね。他の市でも問題になってい

るのでしょうか？ 

 

○委員 

 そうですね。責任問題はもちろんですが、この辺は非常に難しい問題で、特に胃ろうの

問題が深刻です。認知症で身寄りのない方が果たして胃ろうをつけるかどうか。仮につけ

た場合、それだけで４年も５年も生き続けることができる訳です。これは、非常に大きな

人権問題です。更には、その意思決定により施設が利益を受けることもあります。このよ

うなことが日本国中で起きているのが現状です。 

 

○事務局 

現状として、認知症がかなり進行してから後見人になる場合が多く、その場合は本人の

意向を聞くことができず手術や検査などの医療同意を判断することができない状況です。 

 

○委員 判断できないとは言うが判断している訳ですよね。 

 

○委員 

色々なケースがありまして、先日の講演会の参加者に聴取した事例ですが、身寄りのな

い認知症の方が大腿骨を骨折してしまったのですが、ソーシャルワーカー、主治医、病院

の顧問弁護士等で予後予測を立て結果的にリスクの方が高いので手術をするのはやめまし

ょうというケースもありますし、医師に同意書のサインを求められてサインしてしまった

ケースもあります。 

 

○委員長 それは何の手術ですか？ 

 

○委員 

たしか胃癌の手術だったと思います。本来やってはいけないことですが、勉強不足もあ

りやってはいけない根拠を言えず書いてしまうとか、患者さんの事を考えて手術して治る

のであれば書いてしまうといったケースがあるようです。そのような事例をできるだけな

くしていきたいので、同意書１つにどのような意味があるのかという事を考えていきたい。 



 

○委員長 

 同意書にサインするかしないかよりも、当事者が生命の危機に陥っている時に、その人

を助けるために１番いい方法はなんなのか、同意者がいないから放っておくのが正しいの

か。それは、ケースバイケースだと思います。例えば、胃ろうを作れば長生きできる、だ

けどそれが本当にその人のためになるのか、誰が決定するのかということですよね。それ

が本当に正しい判断かどうかというのは家族がいる時でも難しいと思います。家族がいる 

時でも胃ろうを作って、その時はとにかくちょっとでも長生きしてほしいから胃ろ

うを作ってくださいって申し出て、でもそのまま様子を見ていたらやっぱり胃ろう

なんかやめればよかったって後悔するご家族もいるだろうし、胃ろうをしたことに

よって尐しでも延命できてよかったって思うご家族もいるだろうし、それはもう本

当にケースバイケースだと思います。誰が同意することが正しいのかという問題だ

けではないと思います。最終的には厚労省がスタンダードな考え方を出してくれた

らいいのかもしれないです。そうすれば、一応それを基本に判断することになり、

悩みながら決断していくことは減るのではないかなと思います。 

 

○委員 

 医療側はどうしてこんな治療が必要なのかということがわかりますよね。介護側は付き

合いの部分が大きいです。元気だった頃の姿を知っていたり。両側面からその人にとって

最良の選択を話し合いで決めていきたい。時間が限られているのはわかりますがその中で

最大限に時間をかけてどうしたら１番幸せになれるのか、ということを話し合える関係に

なっておく必要があるのかなと感じます。 

 

○委員 

 ケアマネジャーは、利用者が介護に申し込む際にリストをわたしますよね？１番２番と

いった形のものを。 

 

○委員 連絡先のリストですか。 

 

○委員 

 はい。連絡先のリストに名前がない時点である程度想定しておかなくてはならないです

よね。 

 

○委員 

 その点に関しては確実に聞きます。リストに名前がない方がいれば、本人と話し合いま

すが必ずしもその状況になるとは限らないので、想定外のことが起きた際に相談できるこ

とが望ましいです。私もサインせざるを得ない状況になったこともありますので。 

 

○委員 サインすることは法律的には違法ですか？ 

 

○委員 

違法かもしれませんが書かざるを得ない状況でした。ケアマネジャーは悩みと後悔が残

ります。 



 

○委員 後になって家族が現れるかもしれない。 

 

○委員 

そうですね。特に介護福祉職出身の方だと何を聞いていいか、何を言われているかもわ

からないうちに書いていることもあると思います。そうならないためにも架空の事例でシ

ミュレーションしておく必要があると考えております。 

 

○事務局 

 病院では難病の患者さんも抱えていて将来的に医療同意が必要になることが予測できる

方もいると思いますが。 

 

○関係者 

 そうですね。ご家族のいらっしゃらない方だと逆に早い段階から関わりを持たせて

いただいているので、つけるとこうなるよ、つけないとこうなるよというメリット

デメリットを両方とも提示して後はあなたが選ぶしかないよってことを結構速い段

階からお話しすることができるので、逆に難病の方の方がよい場合もあります。ご

家族がいても意見がまとまらず、結果として後悔されるケースもあるので。先程も

話がありましたが、家族がいる、いないではなく早い段階から考えておくことが必

要だと思います。 

 

○委員 

おっしゃる通りだと思います。ただその場合に、その人の人となりとか生活全体

をほんとにきちんと誰が見ているのかと、単に医療的な判断だけではなくて。医師

がそれを全部把握している訳じゃないですから。それ以外のケアマネとか訪問看護

師とか、或いはヘルパーさんでもよくわかっているかもしれないから、その人にと

って何が幸福なのかってことをある程度生活見ている人が判断できる人がいればい

いんですね。この前話出たようにイギリスのＧＰはその役割を果たしている訳です

よね。ところが日本は死末期の現場で生活全体を誰が見ているか、多職種連携って

いうのはそういう意味では責任の所在が必要なのはわかりますが、責任の所在を誰

がもつのか、共同責任をもつことにして逆に責任の所在をあいまいにしているのだ

と思います。生活全体を見ている人が必要だと思います。ただ、それは今の所ケア

マネジャーなのか地域包括支援センターなのか或いは地域のかかりつけ医なのか。

もし身寄りがいない場合、その人にそういう思いを持っているから胃ろうはつけな

いでほしいとか、或いは手術をして逆に寝たきりになるようなリスクがある場合は

やめてほしいということをできるかどうかですね。その人の生活を見ていればある

程度言えると思います。病院で判断するというのは無理だと思います。 

 

○関係者 

 そうですね。病院単独で判断することは現実的に不可能だと思います。責任を取るとい

うことが責任の所在を明確にするという意味合いが強くなっていて、そのことが関

係機関の方を委縮させていると思います。 

 



○委員長 

 東村山市でもある程度、事例集で予行練習をして普段から考えておく必要がある

と思います。全国的にどういう方向性になるか見極めていかないと、自分では良い

と思ってやったが、ふたを開けたら訴えられてしまったということも絶対ないとは

いえないので。 

 

○委員 

 今のようなことを話し合うのが地域ケア会議の個別支援会議ではないのですね。 

 

○委員 そうですね。 

 

○委員 

 私のイメージでは、そのケースこそ地域ケア会議を開いて説明して方向性を出す

のが理想的だと思いますが。 

 

○委員 

地域ケア会議は２種類あると思います。１つは、新たな課題や事例が出た時にみ

んなで話し合って同じ事例が出たら対応していくもので、もう１つは、隣近所の方

が高齢者と一緒に何が手伝えるのかを考えていくものです。 

 

○事務局 

 色々な所で起きている課題に横串を刺す形にして、１つのケースに対する答えと

いうか１つの処方箋じゃないが、事例集を作ってきて事例を通してこういう場合は

こういうことが考えられるということも必要です。答えを出していくという作業が

必要になると思っています。課題を通すことによって地域の人に出ていただき自分

達の問題として理解していただきたいです。こういう時どうするかを地域にフィー

ドバックしていける、そういった機能が必要なのかなって考えております。 

 

（４）第 2 回・第 3 回の委員会の意見交換内容を踏まえての課題の洗い出し 

 

○委員長 

なかなか結論は出ないですが、次に参りましょう。情報共有についてでよろしいでしょ

うか。 

 

○事務局 

 医療同意という話がありましたが、入退院時の情報共有の現状についてもお話しいただ

ければと思います。 

 

○関係者 

 多摩あおば病院は精神科単科の病院です。先程お話があったような手術やその同

意といったことはありません。ただ一般科病院と違って精神保健福祉法に基づいて

運営していますので精神科独特な同意の仕方があると思います。その中の一つがご

本人の意志でできない場合は医療保護入院という入院形態があります。ご本人から



同意を得られない時には、ご家族、後見人、身寄りのない方は市町村の同意という

形での強制入院を行っております。困っている点は、昨年４月の精神保健福祉法の

改正により身寄りがあるが同意はしないケースです。その状況では同意が取れませ

ん。病院によっては柔軟な対応をしていただけるので大きな問題にはなっておりま

せんが、今後も起こり得る問題です。 

前回のアンケートを見せてもらったのですがとにかく先生のハードルが高いとい

うことが良く書かれていました。確かにケアマネジャーが直接先生に電話をすると

いうのはハードルが高いと思います。病院側として申し訳ないと感じていることは、

入退院時に色々な方が関わっていると誰が窓口で、誰に相談したらいいのかわから

なくなることがあります。病院側は不便を感じることはないのですが、一緒に考え

ていかなくてはならないと思っています。 

 

○委員長 情報共有についてはどのように進めますか？ 

 

○事務局 

前回と今回と含めて地域と地域の介護職、地域と病院、地域の介護職と地域の医

療職との情報共有ということで、課題が出されています。診療所とケアマネジャー、

訪問看護師等の地域の中同士だと前回は情報共有の方法ということでファックスが

いいのかメールがいいのか電話で直接がいいのかということは先生によってかなり

差があるだろうって。先生の都合の良い方法をアンケート等で取りまとめてケアマ

ネジャーや介護職の方からアプローチをどのように取ったらいいのかを取りまとめ

て、ケアマネジャーのハンドブック等で周知していくような方法がいいのではない

かというのが前回出ているところです。今日は病院の医療ソーシャルワーカーにお

いでいただいていますが、地域ケア会議の課題の中でも、情報共有するための入退

院時の連絡帳のような、情報共有シートを作った方がいいのではないかという意見

が出されています。それに加えて、多職種連携の研修ですとか地域ケア会議をタイ

ムリーに開いていくということが出されています。 

 

○事務局 

 情報共有、医療同意、連携支援窓口の設置、病診連携の４つの課題についてご意

見をいただいているところだと思います。そのうちの１つとして情報共有というの

は、いずれにしても何かの形で共通したものを 1 つ作る必要があるのではないか、

情報共有の方法としてそれがあるのではないかと事務局では考えております。先程

話がありました情報共有シートという入退院時の連絡票については、当市だけで解

決、完結するものではございませんので、例えばですが、２次医療圏でご検討いた

だくという方法もあるのかなと考えております。それをまた今後ご議論いただきな

がら進めていければいいなと思っていますが、今日はまず情報共有としてどういう

方法でやった方がいいか、で１つ先程提案させていただいたのは、各医療機関の方々

の先生の都合のいい方法というのは個々で違うと思うんですよね。それを、例えば

なんですがアンケート等で聴取をさせていただいて、それをアプローチの方法とし

て取りまとめさせていただきながら１つの案としてケアマネジャーハンドブック等

で周知を図って、そこで１つ情報共有ができればいいのかなと考えています。それ

に関して何かご意見をいただければと思い発言させていただきました。 



 

○事務局 

 資料の２をご覧になっていただくと、訪問看護事業所案内というものがあります。で訪

問看護をどのように利用していったらいいかというＰＲをしていただいた時にまとめた資

料になります。どういった形で事業所が対応できるのかとか、どういう特色があるのかと

いうのをまとめています。これを先程のケアマネジャーハンドブックのようなものに入れ

込んでみんなで情報共有して訪問看護師の利用も医者の方も活用していただいて連携が取

りやすくなればなと思います。 

 

○委員 ケアマネジャーハンドブック？ 

 

○事務局 

現在は医療機関や薬局については住所と電話番号しか入ってないのですが、それにプラ

スアルファとして訪問診療を実施している所や、訪問看護ステーションであればどういう

対応ができるかというような特徴等を入れ込んでバージョンアップしたものに作り直して

いければと思います。 

 

○委員 ケアマネジャーに限定する意味はあるのですか？ 

 

○委員 基本はケアマネジャーの事業者連絡会で作成しておりますので。 

 

○委員 市が作成している訳ではないのですね？ 

 

○委員 はい。 

 

○委員長 

 情報共有は、地域包括ケアシステムの構築という中で非常に重要視されていますが、こ

の間のアンケートの結果を見ると、医師へのアプローチに一番ハードルが高いと感じてい

るようで、診療の時など同行したりみなさんご苦労なさっているようです。この間も言い

ましたが、医療機関、医師によって連絡してほしい方法は違いますから、アンケートで調

べるのは一番いいのではないかなと思います。どこの医療機関もケアマネタイム使ってく

ださいとか、ファックスしたら何分以内に返信くださいとか、そんなことを決めてもなか

なかうまくはいかないと思うので、やりやすい方法を聞いてみるという方法がいいのでは

ないかな。先程あったようなアンケートもいいと思います。最終的には取りまとめて総合

的にやるなら地域包括ケアハンドブックといったようなものを作って医師も事業所も訪問

看護ステーションもみんなそれを見ながら連携を深められれば一番いいのでは。あと、病

院と事業者の共有シートを２次医療圏でという話なんですけれども、こういったものは今

は全くないのでしょうか。 

 

○事務局 はい。 

 

 

 



○委員長 

 そうですか。もし２次医療圏で統一するとなると保健所レベルの話ですね。ですから、

私達医師会とではなく保健所と相談された方がいいのかもしれないです。 

 

○事務局 

 病診連携について診療所の先生と病院との連携について課題があるか。病院側、先生側

でなにかありますか。 

 

○委員 

 任意入院ができなくて医療保護入院じゃないと対応できない方は多くなってきて同意の

問題があります。 

 

○委員長 

 多摩あおば病院に医療保護入院を頼むというのは一般のクリニックからは結構あるので

すか。 

 

○関係者 

 認知症の方は一般のクリニックとか診療所で診ていただいている方は多いと思うので増

えていくのかなと思います。 

 

○委員長 

 認知症疾患医療センターとして入院をお願いするケースは増えると思うが、精神疾患の

入院依頼の患者が一般のクリニックに来ることはまずないので東村山市の殆どの医療機関

が多摩あおば病院に依頼することはないのかなと思います。 

 

○関係者 

 病院と地域のクリニックとの関係でネガティブなことは感じたことは殆どございませ

ん。むしろ的確にポイントを押さえた情報伝達により助けられています。元のかかりつけ

のお医者さんにお戻しすることは、ご家族や患者さんに自然なこととして根付いているの

で難しさは感じたことはございません。 

 

○委員 

 今のお話について繰り返し出てくるのは、退院時の連携の問題です。典型的なのは脳梗

塞で入院して、退院になりリハビリも在宅医療、それから介護含めたケアプランを新たに

作り直すというまさに在宅医療と介護の問題です。ケアプランのすり合わせをするにあた

って、極端な話病院から何の連絡もない。ケアマネと連携取ってもらってこれからの在宅

生活をどのようにしていくのかを担当の病院から病状を知らせて今後どうしていくのか、

ということのすり合わせが必要だと思いますがどうなっていますか。 

 

○委員 

 在宅医療をやっていると、ケアマネジャーが情報を聞いてきてくれて、困難ケースにつ

いては病院に行き退院前カンファレンスをやります。通常の場合は退院した後に往診に合

わせて退院カンファレンスというのをやります。 



 

○委員 

 在宅医療をしているかかりつけの医師はその辺問題ないだろうと思いますが、かかりつ

けがないとか大病院に直にかかっている方もいるわけで、かかりつけ医経験がほとんどな

い場合や、かかりつけ医が在宅医療をやっていない場合どうするのかと。武蔵野市では在

宅医療介護連携室を作りました。同じようなケースがこれから出てきますから、そこで病

院の地域連携室と地域包括と連携を持つなり、或いは行政が在宅医療の先生を探したりと

役割を果たしていかないと本当の連携とは言わないのではないでしょうか。 

 

○事務局 

 そういったことも含め地域包括支援センターと医療ソーシャルワーカーとの交流会も含

めて、昨年から取り組み始めています。連携支援の窓口の設置という所ですと、近隣市で

は医師会が窓口でしたりとか、訪問看護ステーションが窓口ということがあるのですが、

医師と連携を取ることにハードルが高いと感じる中、医師会や訪問看護ステーションが窓

口であると相談がなかなか入らないという意見があり、市役所や地域包括支援センターに

窓口をもっていく必要があるのではないかと考えております。 

 

○委員 

 武蔵野市の場合は医師会が在宅医療介護連携室を設置したのです。医師会が音頭をとっ

ていかないと医師へのアクセスや情報共有はやりづらい訳ですから、医師会としてどうな

のかという所も考えていただきたいです 

 

○事務局 

なかなか医者に相談するのが難しいというところで医師会に連絡を取るというのは介護

職側からするとハードルが高いのかなと感じますので、医師会の先生方と連携を取りつつ、

市役所や地域包括支援センターに窓口を設置することが良いのではないかと考えていると

ころではありますが、そういったことも含め次回以降検討していただけたらと思います。 

 

○委員 

 歯科からのお願いというか、歯科に通っていた方が入院し退院されたとして、いつ入院

していつ退院したかということが一切わからないです。入院前は通っていたが退院後に通

えなくなった方を知る術がないのです。だから我々も情報共有という点でもっと関わって

いけたらなと思います。その辺の連携をうまく取っていきたいと考えております。 

 

○委員長 

 それは入退院時の情報を詰めてほしいということですか？ 

 

○委員 

 はい。尐なくとも退院の際に知らせがあるとこちらからもアプローチできますので。 

 

○委員長 

 ケアマネジャーがついている方であれば、かかりつけの歯科医にご連絡していただくよ

うに案内もできるかもしれませんが、ケアマネジャーがついていない方で突然入院するケ



ースも考えられて、その際にはご家族は気が動転していてかかりつけの歯科医に連絡する

どころではないということもあり得ます。その時に誰がサジェスチョンするのか。現時点

では、予めかかりつけの歯科医がいることを伝えておくしかないのかなと。入院したら必

ず連絡がいくようにしておくというのは、統一したシステムとしては難しいと思います。 

 

○委員 

 歯科医が往診をすることを知らない人も多いです。パンフレット等でＰＲできたらいい

ですね。 

 

（５）認知症ケアパスの素案について 

 

○委員長 続きまして、認知症ケアパスの素案についてお願いします。 

 

○事務局 

 資料３をごらんください。認知症ケアパスの全体像としては認知症について、どんな時

に、どんなところに、どのように相談したら、どんなサービスを受けることができるかを

まとめたガイドブックになればと考えております。中身については年度末に向けて、マッ

プのようにして見やすくし、東村山市の情報を充実させわかりやすくして形作っていくつ

もりですのでご意見等ございましたらよろしくお願いします。 

 

○委員長 これはどのようにして作成したのですか？ 

 

○事務局 

 基本的には国の方で認知症の度合いに応じた資源帳を作りなさいという方針が出されて

おります。また、東京都で認知症ガイドブック「知って安心認知症」というガイドブック

があります。それを柱にして東村山市の資源を踏まえた形で素案を作りました。 

 

○委員長 ４ページの疾患の説明はどのように作ったのですか？ 

 

○事務局 他市のケアパスや認知症サポート養成講座の資料等を参考に作成しました。 

 

○委員長 

 尐し気になる部分もあるので、その点については後程訂正していきましょう。ただ全体

的にはとても良くできていると思います。 

 

（６）認知症施策に関わる課題の洗い出し 

 

○委員長 

 続きまして、認知症疾患医療センターについての説明をお願いします。 

 

～資料４に沿って説明～ 

 

○委員長 ありがとうございます。質問はございますか。 



○委員 認知症で入院された方の平均在院日数はどのくらいですか？ 

 

○関係者 認知症に限った平均在院日数はわかりかねます。 

 

○事務局 

 東村山市では介護者支援が進んでいないところがあるので、そちらに力を入れていきた

いです。１２月１４日には秋津町で認知症カフェが開始されました。初回から２０名以上

の方の参加があり、かなり盛況でした。月に１回程度の開催を継続していく予定です。 

 

○委員長 認知症カフェについては何か広報はされていますか？ 

 

○事務局 

 初回に関しては、チラシ配りやデイサービスに来ている方のご家族へのアナウンスをし

ました。今後どうしていくかは課題です。 

 

○事務局 

 直前の介護予防大作戦で大量のチラシを配布しました。チラシのできあがりが直前にな

ってしまったので配布もぎりぎりになってしまいましたが、２０名以上の参加があり、な

おかつ事前にわかっていれば参加したかったという方も多数いらっしゃったので、次回以

降しっかりと周知していけば定着していくのではないかと考えております。 

 

○委員長 来た方の評判はいかがでしたか？ 

   

○事務局 

 アットホームな感じでよかった、是非また参加したいといった意見が大半でした。 

 

○委員長 

認知症カフェというのは、基本的に地域の近隣の方たちが集まるものですか。 

 

○事務局 

 そうですね。生活圏内で自ら足を運べるということが理想ではないかと考えております。 

 

○委員長 

 国の方針が施設から在宅へという中で、在宅で介護者をどう支援していくかということ

が大きな課題ですね。 

 

（７）その他 

 

○事務局 次回は平成２８年２月８日に開催いたします。 

 

４．閉会 

 

○会長 どうもありがとうございます。以上で終了します。 



 


