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２．挨拶 

３．議題 

（１）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

○在宅療養支援窓口の設置について方向性と機能強化策の検討まとめ 

○在宅医療・介護連携推進事業の平成２８年度の取組みと平成２９年度の 

課題と予定 

（２）認知症施策に関わる課題の洗い出しとその対応策について検討 

 ○認知症総合支援事業の平成２８年度の取組みと平成２９年度の課題と 

予定 

４．報告・その他 

５．閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部健康増進課 
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会  議  経  過  

１．開会 

 



２．挨拶 

年度末何かとご多用の折、平成２８年度第４回目医療・介護連携推進委員会にご出席賜り誠

にありがとうございます。本日は２８年度ご協議いただいた８つの内容についての振り返り、

２９年度に向けての課題整理をさせていただいたので、よろしくお願いします。 

 

３．議題 

（１）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

○在宅療養支援窓口の設置の方向性と機能強化対策の検討のまとめ 資料１・２ 

 

○委員長 

平成２８年度の重点課題である在宅療養支援窓口の設置について、前回まで検討してきた経

過と方向について、事務局から説明をお願いします。 

 

～事務局より資料１に沿って説明～ 

 

○事務局 

在宅療養支援窓口の設置の方向性についてまとめました。平成２８年度の重点課題として本

会で３回に亘り検討した中で、当市としての現状や特徴があげられます。 

１点目は、在宅療養支援窓口は、地域の医療・介護関係者等からの在宅医療・介護連携に関

する相談を受ける窓口です。当市は、市内５か所の地域型地域包括支援センターが相談窓口と

して既に機能し、相談できるシステムとして確立していること。 

２点目は、当市は病院の医療ソーシャルワーカーやかかりつけ医、訪問看護師等の医療関係

者とケアマネジャー等の介護関係者の連携がとれていること。 

３点目は、医療ソーシャルワーカーやケアマネジャー等が地域包括支援センターに相談や支

援を求めてくるのは、医療ニーズの高い困難ケースであること。 

４点目は、地域包括支援センターが受けた支援困難ケースは、医療相談だけに留まらず、介

護や在宅療養全般をコーディネートする必要があること。 

５点目は、医療職と介護職の連携はとれているが、多忙な為、互いに連絡をとりあうことに

困難を感じていること。また、介護職から医療職に担当ケースの医療状況等を確認することに、

心理的なハードルがあること。 

これらの状況を踏まえ、次のような視点・方向性で在宅療養支援窓口の設置を検討していく

ことが提案されました。 

１点目は、市内５か所の地域型地域包括支援センターが相談窓口として機能し、定着してい

るので、在宅療養支援窓口を各地域型包括支援センターに設置することが提案されました。 

２点目は、地域型地域包括支援センターを在宅療養支援窓口としてさらに機能させるため、

医療対応部分の機能を強化させる必要があり、医師会・歯科医師会・薬剤師会がバックアップ

体制をとっていただく必要があります。 

３点目は、各地域型包括支援センターに在宅療養支援窓口を設置した場合、同じレベルで相

談・支援ができるように、基幹型地域包括支援センターが地域型地域包括支援センターを統括

し、「東村山モデル」としての在宅療養支援窓口を位置付けていく必要があります。 

地域包括支援センターとの会議であげられた内容ですが、虐待ケースや介護保険に該当しな

い家族に障害等があり、家族の相談・支援を併せて行う必要があるケースは、高齢介護課や健

康増進課等のケースワーカー、保健師が一緒に支援にあたる必要があります。地域包括ケアシ



ステムは、高齢者だけのシステムではありません。在宅療養支援窓口も高齢者に限定した窓口

ではないため、子どもや障害者の相談が入ることも想定されます。その場合は、在宅療養支援

窓口から相談を引き継ぎ、高齢介護課・健康増進課の保健師が子育て支援課や障害支援課など

の関係所管と連携して対応にあたる必要があります。 

以上を踏まえ、「東村山モデル」としての在宅療養支援窓口のイメージを説明します。資料

２をご覧ください。 

 

～事務局より資料２に沿って説明～ 

 

在宅医療・介護に関する相談支援を行う地域型地域包括支援センター、在宅医療・介護の連

携支援を行う基幹型地域包括支援センターを併せて在宅療養支援窓口とする方向性で考えて

います。 

初めに、地域型地域包括支援センターの機能・役割は次の２点があげられます。 

１点目は、在宅療養・介護に関する相談支援は、市民やケアマネジャー、病院の医療ソーシ

ャルワーカー等から相談を受け、本人・家族が安心して療養生活を送れるようにコーディネー

トし、医療・介護サービスにつなげ、医療・介護関係者と一緒に療養生活が安定するまで継続

的にサポートすることがあげられます。 

２点目は、個別ケースを中心とした在宅医療・介護に関する連携支援は、個別ケースを通じ

て、地域ケア会議等を実施し、地域の医療・介護のネットワークの構築を進めていきます。 

次に、基幹型地域包括支援センターの機能・役割は次の３点があげられます。 

１点目は、全市的な在宅医療・介護に関する連携支援は、地域ケア会議等であげられた地域

の課題をとりまとめ、全市的な地域ケア会議を行います。また、多職種連携研修等を実施し、

医療・介護関係者の顔の見える関係づくりを進め、三師会・事業者連絡会・病院等と連携強化

を図ります。医療ニーズが高い等、地域型地域包括支援センターだけで対応困難なケースは、

市と一緒に対応・バックアップを行います。そして、情報共通ツールの作成等を行い、医療・

介護関係者の情報共有がスムーズにできるよう支援する役割があげられます。 

２点目は、地域医療・介護資源情報の収集・とりまとめ・提供・周知は、関連した情報をリ

ストやマップ等の作成し、医療・介護関係者、市民に情報提供します。また、看取りについて

の講演会等を実施し、在宅療養について市民への普及啓発を行います。 

３点目は、５か所の在宅療養支援窓口を統括・バックアップするため、平成３０年４月を目

安に基幹型地域包括支援センターに医療職の在宅医療コーディネーターを配置していく方向

で考えています。 

在宅療養支援窓口を機能強化するためには、医療部分の機能を強化させる必要があります。

また、機能強化を図るだけでなく、継続性のある確固とした地域包括ケアシステムを構築する

ためには、三師会の協力をお願いしたい旨が本会であげられています。各地域型包括支援セン

ターをサポートする医師、歯科医師、薬剤師を各会からご推薦いただき、各地域型包括支援セ

ンターからの在宅医療に関する相談に年間を通じて対応していただくことが具体的にあげら

れていました。以上がこれまでの経過です。 

 

○委員長 

今の説明に対し、何かありますか。 

 

 



○委員 

基本的なことだが、医療的な相談だけでなく、介護の相談も受けるのですか。 

 

○事務局 

その通りです。 

 

○委員 

介護も含んでいる意味が市民にも伝わるように、分かりやすい名称がいいですね。例えば、

「在宅療養介護支援窓口です」とか。 

 

○事務局 

在宅療養のイメージ自体が市民に浸透していません。愛称をつけている市町村もあります。 

 

○委員 

一般的には、在宅療養よりも在宅ケアのほうがわかりやすいのでは。 

 

○事務局 

在宅療養支援窓口が地域包括支援センターに設置されるので、どちらに愛称をつけるかとい

うこともあります。 

 

○事務局 

愛称をつけるかは別にして、市民が分かりやすいようなものにしていきたいと考えていま

す。また、在宅療養支援窓口で解決しない場合の周知の仕方も考えていく必要があります。 

 

○委員長 

地域型地域包括支援センターごとに設置するとなると、業務が増えるようになるのではない

ですか。 

 

○委員 

地域型包括支援センターで対応に困ったときに、三師会をはじめ医療関係者どのような流れ

で相談していくかの構想はまとまりつつあります。生きたシステムが作れればと思います。 

 

○委員長 

三師会が組織としてバックアップすることについて各会はいかがですか。 

 

○委員 

圏域ごとに歯科医師会会員を振り分け、さらにリーダーを置き、在宅療養支援窓口に関わっ

ていく予定です。ここを通し、医療職・介護職との顔の見える関係づくりにも活かせると考え

ています。 

 

○委員 

薬剤師会は、担当者まで決まっています。相談後、協力できる薬局を紹介していく予定です。 

 



○委員 

三師会によるバックアップ体制のなか、医師にリアルタイムで回答してもらいたい案件はど

のようになるのですか。 

 

○委員長 

外来診療している為、リアルタイムでの対応は難しいと思います。 

話は変わりますが、５つの包括支援センターに１名ずつとなっていますが、一度に５名を配

置するとなると、人材集めが難しいと思います。相談を受ける医師を１、２名出し、その中で

対応・交代していくことで会として継続性が担保できるのではないかと考えています。 

 

○委員 

相談があった場合、どの位の速さで対応するのでしょうか。担当した医師には相談が集中す

るので、不公平感を感じるかたもいるかもしれません。システムとしてモデルとなっている北

区では、行政がサポート医を指定し、在宅医療まで担当するシステムを確立しましたが、これ

は報酬が伴っているので制度として成立しています。一方、報酬が伴わないなか公的責任のも

と引き受け、少数の医師で対応することは負担でもあると思います。そのような体制で迅速な

対応ができるかどうか心配です。 

 

○委員長 

やはり、通常診療と並行して担当するため、迅速な対応は難しい。ファックスで相談を受け、

その日のうちに対応できればと思っています。緊急性の高いものは、従来どおり病院へ受診し

ていいと思います。歯科医師会はいかがですか。 

 

○委員 

相談をもらってから数日のうちに対応できればいいなと思います。 

 

○委員長 

薬剤師会はいかかですか。 

 

○委員 

即断は難しいですが、その日のうちに何とか対応できると思います。 

 

○委員長 

三師会のバックアップ体制については、さらに各会で話し合いたいと思います。 

 

○事務局 

本日は課題に対しての方向性について共有していただく機会とし、さらに掘り下げた議論は

平成２９年度以降進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 



○事務局 

只今説明したところは、資料３の（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援としてまとめ

ています。平成２９年度の課題には、５つの地域型包括支援センターに在宅療養支援窓口を設

置する準備、三師会のバックアップ体制の詳細については、本会では回数に限りがありますの

で、別なところでも検討をしていきたいと思います。名称を含め窓口の周知方法についても検

討していきたいと考えています。 

 

○委員長 

他に質問はありますか。なければ、次に進みます。 

 

○在宅医療・介護連携推進事業の平成２８年度の取組と平成２９年度の課題と予定 

 

○委員長 

まず、在宅医療・介護連携推進事業の平成２８年度の取組と平成２９年度の課題と予定につ

いて事務局から説明をお願いします。 

 

～事務局より資料３に沿って説明～ 

 

○事務局 

資料３をご覧ください。（ア）から（ク）までの項目ごとに説明します。 

まず、（ア）地域の医療・介護の資源の把握についてです。平成２８年度、市内医療機関向け

にアンケートを実施しましたので、平成２９年度はアンケートや、各会から提供していただい

た情報をまとめていきたいと考えています。 

 

○委員長 

今の説明について、何かありますか。 

 

○委員 

医療と介護は情報が別々になっているケースが多いので、まとめていただけると仕事がしや

すくなると思います。 

 

○事務局 

介護関連の情報は、事業者連絡会で資源マップを作成しています。 

 

○委員 

毎年、事業者連絡会で事業所案内を部門ごとに作成していましたが、圏域でまとめた冊子を

作成しているところです。 

 

○委員長 

圏域ごとの情報を１冊にまとめるのですか。 

 

○委員 

そうです。 



○委員長 

完成を楽しみにしています。では、（イ）の説明をお願いします。 

 

○事務局 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討についてです。平成２９年度も、本

会で課題を抽出し、医療・介護連携の仕組みづくり、在宅医療の推進、認知症施策の推進等に

ついて協議していきたいと考えています。課題の抽出については、現状では、市全体の地域ケ

ア会議から出た課題を本会へ提出するまでには至っていませんので、平成２９年度の課題とし

たいと考えています。また、平成２９年度は、地域包括ケア推進計画の計画策定時期にあたり

ますので、医療と介護の連携、認知症施策について本会で協議する機会があると思います。 

 

○委員長 

市全体の地域ケア会議は、基幹型地域包括支援センターが行うのですか。 

 

○事務局 

主催は高齢介護課になります。市全体の地域ケア介護を行うにあたり、何を議案にするか検

討する必要があると考えています。平成２８年度実施した地域ケア会議を振り返り、平成２９

年度にどう活かしていくか、基幹型地域包括支援センターや健康増進課にもご協力いただくと

思います。開催時期、規模は現在未定です。 

 

○委員長 

所管課では地域ケア会議の報告は受けているのですか。 

 

○事務局 

情報は市で把握していますが、地域包括支援センター同士が情報共有する機会を設けていな

い現状がありますので、まずはそこからはじめていきたいと考えています。 

 

○委員長 

では、（ウ）の説明をお願いします。 

 

○事務局 

（ウ）切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進についてです。当市では訪問看護

が充実しています。このような基盤のもと、在宅診療医と訪問看護ステーションの連携、活用

を進め、切れ目ない在宅医療・介護の提供体制づくりをすすめていく方向性が平成２８年度提

案されましたので、平成２９年度は具体的な連携や活用方法などの検討を進めていきたいと考

えています。 

病診連携については、情報共有シート、在宅療養支援窓口に対する後方支援病院のバックア

ップの必要性等の意見が出されていました。前回までの検討では、緊急入院となった際、ベッ

ド確保で困るような状況は少ないとのことでした。参考までに北多摩北部圏域で後方支援病院

を設置しているのは西東京市だけで、多摩地区全体を見ても少ないのが現状です。こういった

仕組みが必要かどうかも含めて平成２９年度検討していきたいと考えています。他、地域ケア

会議、多職種連携研修を恒常的に行い、特に医師や医療関係者の参加を積極的に進めていきた

いと考えています。 



○委員長 

今の説明について、何かありますか。 

○委員 

近年、訪問看護ステーションが急増している中、それぞれの事業所の特徴を把握しきれない

でいます。医師でも訪問看護師の活用方法をご存じないかたもいます。連携、活用を進めるた

めに、訪問看護ステーション連絡会でも話し合いを進めていきたいと考えています。 

 

○委員 

介護職では、ケアマネジャーに相談することが多いです。訪問看護ステーションや地域包括

支援センターの活用・連携についてもよくわからないのが現状です。 

 

○委員長 

訪問介護から訪問看護に直接相談は入りますか。 

 

○委員 

少ないです。 

 

○事務局 

ＩＣＴの訪問介護事業所の登録状況はどうですか。 

 

○委員 

今は、１事業所です。 

 

○委員長 

体調や残薬のことで病院に直接相談してきた訪問介護事業所があります。双方の関係性もあ

るのでしょうが、訪問介護のかたも必要なことはどんどん言ってもらっていいと思います。 

 

○委員 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築ですが、２４時間体制で対応する際、何かあ

った場合、どこへ連絡すればよいか一覧を作る必要があると考えます。訪問看護は利用者であ

れば２４時間対応する場合もあるのでしょうが、利用者以外から連絡のあった場合どうするの

でしょうか。 

 

○委員 

そのかたの普段の状況を知らないと、正常異常の判断が難しいです。 

 

○委員長 

そうなると、在宅療養支援窓口を設置した場合、夜間休日対応について、市はどうお考えで

すか。 

○事務局 

地域包括支援センターは、電話では２４時間３６５日対応できるようにしています。 

 

 



○委員 

我々も夜間帯にかかってきた場合、相談は受けますが、日中のように現場に行って判断する

体制が整っていませんので、現状は不可能だと思います。 

 

○委員 

実際によくあるのが、夜間転んで立てない等のちょっとしたことで困っているかたの対応で

す。相談先があると助かるかたも多いのではないでしょうか。 

 

○委員 

当事者にとっては深刻なことですよね。救急車を呼ぶまでもないが、相談、対応ができる仕

組みづくりが求められています。介護保険計画のニーズ調査では、相談窓口や２４時間対応の

体制づくりは上位に挙がっています。認知症、独居高齢者が増えていく中、２４時間対応体制

についても検討していく必要があると考えます。 

 

○委員長 

２４時間対応は在宅医療を推進するには必要なことではありますが、現実とのギャップが大

きいと思います。日中勤務をしている開業医が夜間まで担うというのは現実難しいと思いま

す。夜間対応の場合は、救急対応で病院にお願いする等、役割分担が必要だと考えます。 

 

○委員 

緊急通報ペンダントを利用して夜間転倒に備えている独居者もいます。既存制度の周知を行

い、活用を広げていくことも大切だと思います。定期巡回の場合は、基本はヘルパーが訪問し

ますが、月１回訪問看護師が必ず状態チェックを行います。ヘルパーからのＳＯＳ情報が入る

ようにしているため、看護師が救急対応の判断をしています。こういった制度を知っていただ

く必要もあると思います。 

 

○委員 

地域包括支援センターが２４時間の対応をすることになれば、今の体制では不可能だと思い

ます。業務委託も視野に入れて整理していく必要があると考えます。 

 

○委員長 

では、（エ）の説明をお願いします。 

 

○事務局 

（エ）医療・介護関係者の情報共有支援についてです。（ア）と重複しますが、平成２８年度

は在宅診療の情報を含め、市内医療機関にアンケートを実施しました。ＩＣＴについては、医

師会を中心にどのように活用していくか検討中です。先日、ＩＣＴネットワークに登録してい

る医療・介護関係者の研修を実施しました。他、北多摩北部地域保健医療協議会地域医療シス

テム化推進部会で「情報共有シート」を作成し、北多摩北部圏域の４病院で、昨年８月から１

２月に試行使用しました。当市の利用実績は４４件でした。シートの活用体制に反省点はあり

ましたが、概ね入退院の支援がしやすかったとの意見が出ていました。平成２９年度はシート

の修正、使用に向けての周知を行い、圏域全病院で取り組む予定とのことです。 

 



○委員長 

利用の多かった事業所はどこですか。 

 

○事務局 

様々な居宅介護事業所が利用しました。シートの利用により、入院患者の情報収集がスムー

ズになり、退院支援に向けて注力できたそうです。 

 

○委員 

実物はホームページで見られますか。 

 

○事務局 

保健所のホームページからダウンロードもできます。 

 

○委員 

今まで事業所ごとに作成していたシートで動いてきたので、提供する情報もバラバラでし

た。シートを統一したことで、相互に必要な情報を交換できるようになりました。 

 

○委員長 

（オ）は先に議論しましたので、次は（カ）の説明をお願いします。 

 

○事務局 

（カ）医療・介護関係者の研修については、平成２８年度は各地域包括支援センターで地域

ケア会議を開催しました。多職種連携研修は、「摂食嚥下障害」「フレイル」「認知症」をテーマ

に、年３回開催しました。内容は講義とグループワークですが、特に顔の見える関係づくりを

意識して行いました。「摂食嚥下」は９１名、「フレイル」９４名、「認知症」１０８名の参加で

した。平成２９年度も恒常的に行い、顔の見える関係づくりを継続し、特に医師や医療関係者

の参加を積極的に進めていきたいと考えています。参加する職種は回を重ねるごとに増えてい

ますが、参加者が固定している傾向があり、課題と考えています。地域ケア会議については先

程説明した通りですが、多職種連携研修の内容と、地域ケア会議から上がってきた課題との連

動性も考えていく必要があります。 

 

○委員長 

多職種連携研修についていかがですか。 

 

○委員 

我々もヘルパー同様、直接医療職に連絡をとることは少なくケアマネジャーを通すことが殆

どです。多職種連携研修にはデイサービスからも参加するようにしています。当市は通所介護

事業所数が多いのが特徴で、これからは情報集約、共通理解を深めていく必要があると思いま

す。在宅については、老老介護、独居高齢者が増加しており、高齢化が進んでいると実感して

います。 

 

 

 



○委員 

施設では、日々、多職種が連携しています。他の施設との連携が課題であると思います。話

は変わりますが、先程２４時間体制の話がありました。施設では夜勤職員がいますので、その

体制が地域に向けて活用できないものかと思いました。 

 

○委員長 

いい提案ですね。 

 

○委員 

薬局では、服薬している薬をもとにアドバイスができるので、介護職のかたにも気軽に活用

してもらいたいと思います。 

 

○事務局 

歯科医師会で取り組んでいる歯科医療連携推進事業の案内をお願いします。 

 

○委員 

本事業は寝たきり、障害等によって通院できないかたを対象に訪問歯科医療を行っている担

当者を紹介する事業です。平成２８年度は、「講演会」「市民公開講座」「多職種研修会」を実施

しました。我々も、現場で困っていることを知ることができた機会でもありました。平成２９

年度は、参加者から出てきた意見を基に、口腔ケアや義歯の取扱いなど、基本的な技術につい

て実技とグループワークをする研修を計画しています。 

 

○事務局 

もともと在宅診療に関係する会員向けの研修や事例検討会でしたが、平成２８年度から会員

以外も対象とした取組をしていただいています。介護職からは、現場での基本的な技術につい

て悩んでいるかたが多いことが分かり、平成２９年度は実技も入れた研修を企画していただい

ています。 

 

○委員長 

タイムリーな内容を提供していただくと、参加したいかたも多いでしょうね。 

 

○委員 

平成２８年度は「摂食嚥下」「フレイル」等、テーマを決めての多職種研修でしたが、ヘルパ

ーや通所系サービスの職員等、役割がわかりづらい職種もあるとの意見がありました。それな

らば、各職種がどのように医療・介護の連携に関わればよいか、話し合いを重ねる場があって

もいいと考えます。 

 

○委員長 

多職種研修が主流になっていますが、どの団体が主催しても似通った内容、参加者が固定し

ている印象があります。定期的に関係者間で情報を共有したうえで、計画していくといいと思

います。 

 

 



○委員 

医院がある圏域情報は把握していますが、それ以外の圏域情報が事前にわかると助かりま

す。 

○事務局 

歯科医療連携推進事業と多職種連携研修は、三師会、事業者連絡会を通してＦＡＸにより周

知しています。 

 

○委員 

各包括で実施している小さい研修会はどうなりますか。 

 

○委員 

例えば、地域ケア会議は地域包括支援センター単位で情報提供しています。内容によって関

係者、個人、地域団体等に声をかけています。 

 

○委員長 

自分が出たい内容の研修会が終わってしまってはもったいないと思います。例えば、市で情

報集約をしてホームページに掲載してもらえると、興味のある方が参加しやすくなるのではな

いでしょうか。 

では、（キ）について説明お願いします。 

 

○事務局 

（キ）地域住民への普及・啓発についてです。市内医療機関に実施したアンケートが集計で

きましたら、医療・介護関係者だけでなく、内容を精査し、市民へ提供していきたいと考えて

います。また、看取り、在宅療養に関する周知活動を図るため、講演会を企画していきたいと

考えています。 

 

○委員 

在宅での看取りを希望するかたは多いですが、現実、８割が病院で最期を迎えています。し

かし、死亡者数が増加する一方で慢性期病床が削減され、自宅で最期を迎えざるを得ない事態

が迫っています。当然、市民の終末期医療に対する意識向上も必要ですので、シンポジウムで

啓発を進めていただきたいと思います。 

 

○委員長 

今後、在宅での看取りは増えるのだろうと思いますし、医療・看護・介護側の体制の問題だ

けでなく、受ける側の市民の意識の問題もあると思います。介護離職、労働力の低下等、様々

な面から考える必要がありますし、講演等を通して様々な意見をもらい、市民意識を醸成して

いくことが大切だと思います。 

では、（ク）の説明をお願いします。 

 

○事務局 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係区市町村の連携についてです。先程報告した「情報共

有シート」の推進の他、本会で出た意見のうち、広域で検討する必要がある内容については保

健所にあげていきたいと思います。 



○委員長  

今の説明で何かありますか。 

特にないようなので、次に進みます。 

 

（２）認知症施策に関わる課題の洗い出しとその対応策について検討 

○認知症総合支援事業の平成２８年度の取組と平成２９年度の課題と予定 

 

○委員長 

では、議題の（２）について事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

平成２８年度に関しては、認知症ケアパスが完成しました。また、認知症サポーター養成講

座と認知症サポーターのフォローアップを全市的に進めるため、１０月に声掛け訓練、１１月

に徘徊模擬訓練、３月に交流会を実施しました。当市は、家族支援は少しずつ進めていますが、

当事者支援は十分とは言えません。そこで、３月の交流会では日野市にある若年性認知症の会

の代表者、当事者、多摩若年性認知症総合支援センター長に講演をお願いしました。また、市

内で認知症カフェを行っている秋津あんしんネットのボランティアのかたによる活動ＰＲや

仲間の募集、家族介護者の会「らくらっく」、小学生向け認知症サポーター養成講座のファシ

リテーターの募集も併せて行いました。ボランティアが一定確保できたため、平成２９年度の

小学生向け認知症サポーター養成講座では、希望する小学校すべてに対応していく予定です。

認知症の早期発見・早期対応について、地域連携型認知症疾患医療センターである多摩あおば

病院と協議を重ね、認知症初期集中支援チームを平成２９年度後半に設置する方向でいます。 

 

○委員長 

交流会は市民向けですか。 

 

○事務局 

認知症サポーター養成講座を受講されたかたが対象です。一般市民や事業者も参加していま

す。 

 

○委員長 

興味がありますが、平日の日中だと医師の参加が難しいですね。日曜日であれば聞きに行っ

てみたいです。 

 

○事務局 

交流会であれば土日で開催できるかもしれませんが、地域包括支援センターの協力を得て開

催するフォローアップ講座は、現体制では難しいです。平成２９年度は、グループワークを交

えた内容を企画していきたいと考えています。 

○委員長 

当事者とその家族から出てくる話を知っておくことは、医療関係者にとっても大切なことだ

と思います。 

 

 



○委員 

市内に若年性認知症のかたは何人くらいいるのですか。 

 

○事務局 

正確な数字はわかりませんが、統計上では４０名程度と言われています。２号特定疾病で認

定者数は１０名程度です。 

 

○委員長 

認知症関連疾患だと、必ずしも若年性アルツハイマー病ではないですよね。 

 

○事務局 

そうですね。知的障害がベースにあるかたが、高齢化により認知機能が低下してきたため、

申請するケースもあります。 

 

○委員長 

本日の議題はすべて終了しました。事務局から何かありますか 

 

４．報告・その他 

 

○事務局 

平成２９年度は５月から６月には本会を開催したいと思います。 

 

５．閉会 

 

○事務局 

本日はありがとうございました。 

 


