
 

 

【認知症ケア推進部会】会議概要 

会議名 令和３年度 第１回認知症ケア推進部会 

事務局 福祉部 高齢者施策推進室 地域包括ケア推進課 

開催年月日 令和４年 １月２４日（月） 

開催時間 午前１０時００分 ～ 午前１１時３６分 

開催場所 オンライン開催 

出 席 者 

粟田 主一 部会長 久松 正美 委員 小島 直樹 委員 

尾上 太 委員 松井 敏史 委員  

   

   

   

   

   

欠 席 者 永田 久美子 委員 山﨑 良雄 委員  

会議次第 別紙のとおり 

資 料 

・次第 

・認知症ケア推進部会名簿 

・資料１「地域包括ケアシステム推進会議部会について」 

・資料２「認知症初期集中支援事業について」 

・資料３「足立区の認知症への取組み体系図」 

・資料４「平成３０年～令和２年度の認知症関連事業の実施状況」 

・資料５「令和３年度の認知症検診推進事業について」 

・資料６「令和３年度認知症検診推進事業の実施について」 

・資料７「認知症検診推進事業スキーム（案）」 

そ の 他 
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○岡﨑担当係長 おはようございます。そ

れでは定刻でございますので、ただいまか

ら令和３年度第１回足立区地域包括ケアシ

ステム推進会議認知症ケア推進部会を開催

させていただきます。よろしくお願いいた

します。それでは、まず最初に課長から認

知症ケア推進部会のメンバーのご紹介をお

願いいたします。 

○柳瀬課長 皆様、改めましておはようご

ざいます。地域包括ケア推進課長の柳瀬で

ございます。本日はお忙しい中、会にご参

加いただき誠にありがとうございます。 

 では、私から始めに、本日の委員の皆様

をご紹介させていただきたいと思います。

本日の認知症ケア推進部会でございますが、

令和元年１２月以来の、久しぶりの開催と

なります。よろしくお願いいたします。 

 本来でございましたら、お一人お一人に

ご挨拶をお願いしたいところではございま

すが、リモート会議のため、事務局である

私のほうからご紹介をさせていただきたい

と思います。恐れ入りますが、お名前をお

呼びいたしましたら、その場で挙手を頂け

ますでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。 

 部会長、粟田主一部会長でございます。 

○粟田委員 粟田でございます。よろしく

お願いします。 

○柳瀬課長 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、委員の久松正美委員でござ

います。 

○久松委員 久松です。 

○柳瀬課長 よろしくお願いいたします。 

 続いて小島直樹委員でございます。 

○小島委員 小島です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○柳瀬課長 よろしくお願いいたします。 

 続いて、尾上太委員でございます。失礼

いたしました。尾上様、欠席でございます。

失礼いたしました。 

 続きまして、松井敏史委員でございます。 

○松井委員 松井です。よろしくお願いし

ます。 

○柳瀬課長 よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○岡﨑担当係長 それでは次に、資料の確

認をさせていただきます。このたびの部会

の開催に当たりましては、資料の送付が大

変遅くなり、誠に申し訳ございませんでし

た。おわびいたします。 

 皆様にお送りいたしました資料は、次第、

令和３年度足立区地域包括ケアシステム推

進会議第１回認知症ケア推進部会、認知症

ケア推進部会名簿、資料１「地域包括ケア

システム推進会議部会について」、資料２

「認知症初期集中支援チーム事業実績報

告」、資料３「足立区の認知症への取組み

体系図」、資料４「平成３０年～令和２年

度の認知症関連事業の実施状況」、資料５、

東京都１「令和３年度の認知症検診推進事

業について」、資料６、東京都２「令和３

年度認知症検診推進事業の実施について」、

資料７「足立区認知症検診推進事業スキー

ム（案）」についてでございます。 

 本日は資料を画面共有させていただきな

がら議事を進めてまいりますので、よろし

くお願いいたします。 

 この会議は、足立区地域包括ケアシステ

ム推進会議、認知症ケア推進部会設置要綱

第６条により、委員の過半数の出席により

成立いたします。本日、委員の永田様、山

﨑様は残念ながら欠席となります。また尾

上様は所用により遅れて参加できるかもし

れないというご連絡が来ております。 

 現在、過半数に達しており、この会議が

成立いたしますことをご報告いたします。
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また、認知症の早期発見、早期対応を目的

とした認知症初期集中支援チーム検討委員

会も兼ねていることをご報告いたします。

皆様からの活発なご意見、ご質問を頂くた

め、円滑な会議進行にご協力いただけます

よう、よろしくお願いいたします。 

 なお、この会議の会議録は公開すること

となっております。記録の関係上、ご発言

の前にはお名前をお願いいたします。 

 それでは初めに、粟田部会長から開会の

ご挨拶をお願いいたします。 

○粟田部会長 部会長を務めさせていただ

きます、東京都健康長寿医療センターの粟

田でございます。今日は月曜日の朝から、

皆さんお忙しいところをお集まりいただき

まして、ありがとうございました。 

 今、新型コロナウイルス感染症が再び急

速に拡大しておりますので、皆さんそれぞ

れの部署で大変忙しい毎日を送られている

のではないかと思います。認知症ケアも感

染拡大の影響をいろいろ受けまして、どう

いうふうな認知症医療だとかケアだとか地

域支援だとかをやっていくかということで、

いろいろ創意工夫をされているのではない

かと思うのですが、ただ、この認知症の問

題は本当に長期的に考えなくてはいけない

問題で、恐らく、こういう感染流行下にあ

ってもちゃんと機能できる支援体制、最近

の言葉で言えばフェーズフリーとか、ある

いはサステナブルと言ってもいいと思うの

ですが、サステナブルな認知症ケアの地域

包括支援体制というのを考えていかなくて

はいけない時代なのではないかなと考えて

おります。 

 ということで今日は、大変多くの足立区

の事業の報告と、今後の計画についての説

明があるかと思いますが、皆さんで活発な

質疑とご議論を頂ければと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○岡﨑担当係長 粟田部会長ありがとうご

ざいました。 

 次に、先ほど申しましたようにこの認知

症ケア推進部会は令和元年１２月以来久し

ぶりの開催となりますので、部会の目的、

検討予定内容を、地域包括ケア推進課長の

柳瀬よりご説明させていただきます。 

○柳瀬課長 地域包括ケア推進課長の柳瀬

でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料１を御覧いただければと思います。

すみません、追加のご報告でございます。

先ほど出席されている委員の皆様をご紹介

させていただいたところでございますけれ

ども、本日、傍聴といたしまして、当区の

長谷川副区長がこちらの会議を傍聴させて

いただいてございます。ご了承いただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、資料に基づいて、地域包括ケアシ

ステム推進会議の部会についてのご説明を

させていただければと思います。資料１を

御覧ください。 

 令和３年度の部会の構成、記載にござい

ますとおり５つの部会で構成されていると

ころでございます。左側が「医療・介護連

携推進部会」、「介護予防・日常生活支援

総合事業推進部会」、そして「認知症ケア

推進部会」、「高齢者の住まいの事業推進

部会」、最後に「地域包括支援センター運

営協議部会」の５つの部会で構成されてご

ざいます。 

 最後の地域包括支援センター運営協議部

会につきましては、昨年度までは地域包括

支援センター運営協議会という形で、こち

らの推進会議とは別立ての組織で実施をし

ていたところでございますけれども、今年

度から部会として入っているものでごいま

す。 



- 3 - 

 

 それでは認知症ケア推進部会、真ん中の

ところになりますが、御覧いただければと

思います。 

 まず現状でございますけれども、国や閣

議決定いたしました認知症施策推進大綱、

こちらは令和元年の６月１８日に大綱が閣

議決定されたところでございますけれども、

こちらの中で、共生と予防を柱として掲げ

ているところでございます。 

 共生に向けましては、より認知症の方ご

本人様の意思をしっかりと反映した地域の

取組というものを、国としては目指してい

るという内容でございます。こういった中

で認知症の理解促進を図るというところか

ら、認知症サポーター養成講座というもの

が全国でも取り組まれているところで、足

立区におきましては平成１９年度から取り

組んでいるものでございます。直近の実績

といたしましては、後ほど詳細、改めてご

説明ございますけれども、実績として令和

２年度はコロナ禍というところもございま

したが、１，０４５人の方にサポーター養

成講座を受講していただきました。この間

の累計といたしましては、３万１，３５９

名の方にサポーター養成講座を受講してい

ただいたというところでございます。 

 現状の最後のところでございます。介護

予防チェックリスト、区の介護予防チェッ

クリストにつきましては、要支援・要介護

認定を受けていない６５歳以上の方に３年

に１度送らせていただいているところでご

ざいます。およそ１５万人の方、５万人ず

つ３年間に分けて送らせていただいている

ところでございますけれども、こちらの介

護予防チェックリストを活用することによ

って、区においては早期に医療介護に結び

つけられるように地域包括支援センターの

職員が訪問支援、事態把握というところで

行っているところでございます。こちらも

直近の数字としては令和２年度、約４万４，

０００人ほどにチェックリストを送らせて

いただいて、返信いただいたのはおよそ２

万８，０００人、６４％ほどの方からしっ

かりとご回答いただいて、チェックリスト

の内容に基づきまして訪問調査をさせてい

ただいているところでございます。 

 続いて下の欄、「課題と検討事項」のと

ころを御覧いただければと思います。まず

１つが、今後増えていく認知症の方を地域

で支えていくために、どのような人材やサ

ービスが必要になってくるかというところ

を検討していきたいと考えてございます。

２０２５年には団塊世代の方が全て７５歳

以上になるというところで、そこに向けて

現在足立区では地域包括ケアシステムの構

築に向けて取り組んでいるところでござい

ます。そういった中で様々な人材やサービ

スはどんなものが必要になってくるかとい

うところを議論していきたいと考えており

ます。 

 ２つ目のところで、例えばというところ

でございますけれども、認知症の方に寄り

添うための人材ということでサポートワー

カーの制度をつくった場合に、どのような

部分への支援が必要なのか、有効なのかと

いうところも考えていければと考えている

ところでございます。 

 現状と検討事項、最後でございますが、

地域で支えるということを区民に普及・啓

発するためにどのような方法が有効かとい

うところで、サポーター養成研修であった

り、声かけ訓練だったり、様々地域ででき

ること。それから足立区の啓発としては９

月の認知症月間の取組等、そういうものを

さらに充実させていくですとか、これまで

の状況をしっかり確認させていただきなが
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ら、このコロナ禍でどのようなものができ

るか、しっかり検討を委員の皆様としてい

ければと考えているところでございます。 

 特に今回、本日の部会の中で、認知症検

診につきまして皆様のご意見をしっかり聞

きながら来年度、進めていきたいと考えて

ございますので、ご議論いただければと思

います。よろしくお願いいたします。私か

らは以上でございます。 

○岡﨑担当係長 それでは、ここからは議

事進行を粟田部会長にお願いいたします。

先生、よろしくお願いいたします。 

○粟田部会長 よろしくお願いします。そ

れでは、次第に従って順番に進めさせてい

ただきたいと思います。 

 最初は報告事項ということで、令和３年

度の認知症関連事業の報告だと思いますが、

まず事務局のほうから説明をお願いいたし

ます。 

○岡﨑担当係長 それでは岡﨑のほうから

資料２に沿いまして報告させていただきま

す。 

 資料２「認知症初期集中支援事業につい

て」です。足立区の認知症初期集中支援事

業は、平成２９年４月から開始しておりま

す。チームの設置場所は区内２５か所の全

ての地域包括支援センターに置いています。

足立区のコンセプトとしては「すぐにチー

ム編成」「すぐに訪問」ということを考え

てやっております。 

 目的としましては、認知症になっても本

人の意思が尊重され、できる限り住み慣れ

た地域のよい環境で暮らし続けられるため

に、認知症の人やその家族に早期に関わる

認知症初期集中支援チームを設置して、早

期診断・早期対応に向けた支援体制を構築

するということになっております。 

 対象者は原則として４０歳以上で、在宅

で生活していて、かつ認知症が疑われる人。

または認知症の人で医療サービス、介護サ

ービスを受けていない人、また中断してい

る人で認知症疾患の臨床的診断を受けてい

ない、継続的な医療サービスを受けていな

い、適切な介護サービスに結びついていな

い、介護サービスが中断している、または

医療サービス・介護サービスを受けている

が、認知症の行動心理症状が顕著なため対

応に苦慮しているという人を対象にしてお

ります。 

 これは国が決めているところなのですけ

れども、安定的な支援に移行するまで、お

おむね最長で６か月ということが決められ

ています。足立区の特徴としましては、こ

こに書いてあるように、一つ目は、認知症

サポート医を足立区医師会の協力の下、ブ

ロック単位に配置させていただいておりま

す。特徴の二つ目としましては、ブロック

内の地域包括支援センターが、初期集中支

援チームの関わりが必要と判断したときに

ブロック対応のサポート医１名とチームを

編成しております。 

 包括のほうから３番にあるように、真ん

中に認知症地域支援推進員が入っておりま

すけれども、認知症地域支援推進員と、地

域包括支援センターの職員と、ブロックの

中のサポート医の先生でチームを編成して、

その方に関わっていくという形になります。 

 流れとしましては、ご本人・家族がいら

っしゃいまして、そこで地域包括支援セン

ターのほうで関わり、医療とか介護に結び

ついていないなということが分かった段階

で、区としてはちょっと背中を後押しして

あげれば受診に結びつくような方を考えて

いますが、その方に向けて推進員と包括支

援センターの職員、これは医療系と介護系

で１名ずつと、サポート医でチームを組ん
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で関わっていきます。 

 初期集中支援チームの流れとしては、相

談を受け付けしてから情報を共有しまして、

この三者で、推進員、包括、サポート医で

情報を共有した後、初回訪問。その後、支

援方法の検討をいたしまして、初期集中支

援の実施を行って、諸々のことを行って、

最終的には支援に結びついた段階で終了と

考えております。 

 その中で区のほうには随時、相談があっ

たりとか、区から助言を行ったり、またか

かりつけ医がいる場合はかかりつけの先生

と情報提供をしたり連携をしたりとかして

おります。 

 また、認知症疾患医療センターでは後方

支援ということで、いろいろな対応方法と

か支援の方法についてご相談しながら、時

として初期集中支援事業からアウトリーチ

事業にいくこともありますので、そういう

ときの共有をさせていただいて進めている

という状況になっております。 

 その次のページに行きます。令和２年度

の実施状況なのですけれども、実施件数は

３件と少なくなっております。令和２年度

は年度当初から新型コロナウイルス感染症

流行の影響で、地域包括支援センターの職

員が積極的な実態把握訪問を取りやめて、

相談に来た人だけに対応しているという状

況の時期が多くありましたので、こちらか

ら早期発見のために見つけに行くというと

ころがなかなかできなかった状況になって

おります。先ほど課長のほうから事業の中

の説明でもありましたけれども、介護予防

チェックリストの結果、認知症の疑いのあ

る人に訪問をしているわけなのですけれど

も、そこもうまく昨年は回らなかったとい

うところもあって、実施件数は３件にとど

まっているかなと思っております。 

 事例は３件だったのですけれども、お一

人目の方は女性で８０代の方でした。夫婦

のみの世帯だったのですけれども、行動・

心理症状があり受診拒否もあって、もちろ

ん介護保険も未申請でしたけれども、２か

月間の支援で医療機関を受診して、身体疾

患の治療になっております。この方、認知

症の症状もおありだったのですけれども、

その前に心疾患もございまして、心疾患の

治療が優先ということで入院となっている

人です。その後、心疾患も落ち着きまして、

在宅で支援サービスを受けて今、生活して

いらっしゃいます。 

 事例の２番目、男性の方です。この方も

夫婦のみの世帯で８０代でした。もの忘れ

相談を受けられたときに、その先生から病

院に行ったほうがいいよと言われたのです

が、その後は行かれていませんでした。そ

れが、包括職員がもの忘れ相談後に、２か

月以内にフォローということで確認をして

もらっているのですけれども、そこで行っ

ていないということが分かり、関わりが始

まっております。 

 この方は６か月間かかったのですけれど

も、医療機関受診のほうに。同居でないご

家族の方がいらっしゃったのですけれども、

その方のご協力を得ながら医療機関受診に

結びついています。 

 事例の３番目は、女性の方で単身の方で

した。この方は未受診でキーパーソン不在

でした。社会福祉協議会の地権事業、地域

権利事業を使っていた方なのですけれども、

認知症が進行してきて、地権の対象者では

ないよねということも権利養護センターの

中では話されていたということを聞いてい

ます。ご本人がいろいろ困ってしまって区

役所に突然現れまして、違う部署に行った

ところから、関わりがスタートしています。
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私も会いに行ったりとかしたのですけれど

も、その中でいろいろな人がチームとして

関わっていることが分かりましたので、そ

のチームと合わせて初期集中も動きまして、

医療機関はもちろん受診できまして、お家

の中の福祉用具をいろいろつくったりとか

しました。あと、キーパーソンがいらっし

ゃらなかったので、小規模多機能のほうを

利用するようにケアマネさんもついて、今

は安定して地域で生活していらっしゃいま

す。 

 ということで、１つ１つの事例は地域で

また結びついてご在宅で生活できるという

ところに今なってきている状況です。 

 初期集中支援チームについてのご報告は

以上になります。 

○粟田部会長 ありがとうございます。こ

こで一旦、質疑取りますか。 

○岡﨑担当係長 お願いします。 

○粟田部会長 では今（１）の初期集中支

援チーム検討委員会の実績報告なのですが、

皆さん何かご質問などございましたら自由

にご発言いただければと思いますが、いか

がでしょうか。 

 これ私、全員見られるのかな。一応、参

加者全員、名簿のほうで見られるので、顔

は全員見えていないのですけれども、声を

上げて名前を言っていただければ指します

ので、自由にご発言いただければと思いま

す。 

○久松委員 足立区医師会の久松です。 

○粟田部会長 久松先生、ではよろしくお

願いします。 

○久松委員 令和２年度、実施件数が３件

と大分少ないようなのですけれども、各支

援センターによって、チームを形成すると

いう温度差というのが包括によって違うの

ではないかなと思うのですけれども、この

３件はある特定の支援センターだけなのか、

ばらけているのかどうか、どうなのでしょ

うか。 

○岡﨑担当係長 先生、ご質問ありがとう

ございます。温度差はすごく感じておりま

す。この３例は、実は包括支援センターは

２か所になります。２件同じ包括支援セン

ターで、あともう１件は違う包括支援セン

ターになっております。私のところに聞こ

えてきているのは、「初期集中支援チーム

を組むのであれば訪問で行っていただいた

ほうが早いから、その先生をお願いしたい」

「在宅のほうで訪問を積極的に行ってくだ

さっている先生も多数いらっしゃいますの

で、そちらに直接お願いしていますよ」と

いう声も聞こえてきています。なので、そ

れも地域の中で継続医療に結びつくという

ところではいい方法ではないかと思ってい

ますので、いいのかなと考えておりますけ

れども、包括ごとに温度差があるというの

は事実だなと感じております。 

○久松委員 ほかの支援センターであまり

こういう制度を使わないというのは、チー

ムをつくるということがとても大変なのか

どうかですよね。チームをつくらなくても

認知症の方々の対応ができている。だから

あまりチームをつくらなくても構わないと

いうような、そんな傾向はないのでしょう

か。 

○岡﨑担当係長 チームをつくらなくても

対応できている包括もあると思いますけれ

ども、なかなか声を上げられずに困ってい

る包括もたくさんあると思っています。相

談を受けているときに、もうちょっと早く

相談してくれればよかったかなという事例

もありますが、今、認知症地域支援推進員

が各ブロック、足立区内５ブロックあるの

ですけれども、ブロック会議等に行って初
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期集中のお話とかもしておりますので、そ

ういう中で声をかけていただければありが

たいなと思っているところですが、現状は

なかなか進んでいないかなと思っておりま

す。 

○久松委員 この制度をもうちょっと使っ

たほうがいいのかなと思ったのは、今日の

３件のケースを見ますと、単身世帯であっ

たり、老老世帯であったりと、やはり外部

からの介入がないとなかなか医療に結びつ

かないケースがまだいろいろなところであ

るのではないかなと思いましたけれども。 

○岡﨑担当係長 そのとおりだと思います。

単身世帯と老老世帯につきましては、区で

は「絆のあんしん協力機関」とか協力員さ

んの訪問も行っておりまして、そこから包

括支援センターのほうはいろいろキャッチ

できていると思います。また、先ほど申し

ました介護予防チェックリストの結果から

も訪問はできているかなと思うのですけれ

ども、昨年はちょっとコロナの影響で訪問

が積極的にできなかったというところで、

件数自体は少なくなっていると感じており

ます。 

○久松委員 ありがとうございます。 

○粟田部会長 ありがとうございます。ほ

かには何かございますでしょうか。 

 松井先生、お願いいたします。 

○松井委員 よろしくお願いします。私も

初期集中、より利用できればと思っている

のですが、医療圏で言いますと、大内病院

を含む３区、足立区以外のところの３区は

あまり初期集中が多くない。例えば松沢病

院ですと、年間、初期集中が５００件ぐら

い。粟田先生のところの健康長寿のほうも

恐らく６００件強、初期集中が年間あると

思うのです。浴風会が４００件強でしょう

か。これはもうシステムの仕組みの問題に

なるのですか、それとも関わるドクターの

問題でしょうか。それとも包括とかそこら

辺のやり取りがうまく行っていない、ある

いは包括のほうで初期集中が長くても処理

している問題があるのでしょうか。その辺

り、どの辺まで解析されているか、教えて

いただきたいのですが。 

○岡﨑担当係長 とても難しい質問なので

すけれども、確かに区東北部の初期集中に

ついては、ほかの荒川・葛飾の保健師とも

しゃべるのですけれども、あまり活用され

ていないなということは感じております。

やはり足立区は介護予防チェックリストを

行っているというのが非常に強みかなと思

っております。本人からサインが出される

前に包括のほうが訪問しております。介護

予防チェックリストの中に「自分でできる

自己チェックリスト」、長寿研のほうでつ

くっていただいている、それが含まれてお

りますので、それで２０点以上の方には、

昨年は対象者の半分以上の方には訪問して

おります。その中からある程度、ＤＡＳＣ

をそこで包括の職員が取ったりとかしてや

っているということで、サインが出る前に

行って、早めに関わって介護保険サービス

に結びつけたりということでやっていると

いうところで、これは足立区の特徴なので

すけれども、早めに見つけるということが

少しずつできてきているかなと思っており

ます。 

 初期集中の場合、やはり包括職員と地域

のサポート医のお医者様でチームを組むと

いうことになっていますけれども、主治医

がいらっしゃる方でサポート医のところま

で連絡がこないで主治医との調整でうまく

いったというケースも何件も聞いておりま

すので、どの段階で初期集中に結びつける

かという課題もあるかなと思っています。
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初期集中まで至らなくても包括支援センタ

ーと推進員、そこでまた私のほうにも情報

が来まして、みんなで「これこうなんじゃ

ないの」とか「こういう方法がもうちょっ

とあるからやってみようか」というところ

の話合いが常々行われているところになっ

ておりますので、その中で初期集中に至ら

なくて、いろいろなサービスに結びついて

いるなという人はいらっしゃいます。なの

で、早め早めの対応が徐々にできているの

が今、足立区の現状かなと感じております。 

○粟田部会長 岡﨑さん、ありがとうござ

います。 

 ほかにございますか。 

 ちょっと岡﨑さん、いいですか。今、認

知症初期集中支援チームで全国的に問題に

なっていることが幾つかあるのですけれど

も、その１つが地域包括支援センターの業

務と認知症初期集中支援の業務をどういう

ふうに振り分けするかという切り口の問題

が指摘されているのですが、私はすみ分け

というよりは、地域包括支援センターの本

来業務が、初期集中支援チームと非常に近

いものであるので、そもそも地域包括支援

センターが受けている認知症相談というの

は、どのぐらいの件数であるかとか、そち

らのほうのデータというのが本当はとても

大事だと思うのです。実はそういう切り口

で地域包括支援センターの実績報告をして

いる区がだんだん増えてきているのですが、

足立区のほうではそういうことはなさって

いますでしょうか。 

○岡﨑担当係長 まず包括業務の中で、包

括の業務と初期集中の事業をすみ分けする

かというところでは、実態把握訪問の対象

者を、うちの区は介護予防チェックリスト

からピックアップしているのです。なので、

そこから旧二次予防事業につながる人とか

認知症が疑われる人に訪問しているので、

特にここから初期集中ですとか、ここまで

が包括業務ですというのは考えていなくて、

実態把握事業の中で全部が含まれると考え

ています。なので、本来の包括の業務とし

て、その中の支援の方法の１つとして初期

集中が入っているかなと考えているところ

です。 

○粟田部会長 その考え方は私も正しいと

思っているのですが、例えばほかの区で、

文京区とか千代田区などでは地域包括で受

けている認知症関連相談数が６００あって、

そのうち２０件に対して初期集中をやった

とか、窓口が大体地域包括なので、地域包

括が全部把握できて実態を出せるようにな

っているのです。だんだんに初期集中でな

くても、地域包括支援センターの業務とし

てやれるようになっているので、初期集中

がだんだん減ってくるということが見える

ようになってはいるのですが。本当はそう

いう形で出せるといいのかなと思っている

のですけれども、実際、地域包括支援セン

ターに認知症の方で困ったということで、

家族、地域の人から相談がたくさん来るの

で、そういう件数が一体どのぐらいあるの

だろうという全体像が見えてくるといいの

かなと思っております。 

○岡﨑担当係長 分かりました。包括のほ

うで相談件数とかも全部取っておりますの

で、その数は推移も含めて出ると思います。

今までそういう視点で捉えて数を出したこ

とがなかったので、今後考えてみたいと思

います。 

○粟田部会長 ありがとうございます。そ

うすると実際、地域包括が困っていて支援

したいのだけれども支援できないというケ

ースが結構たくさんあって、そこで初期集

中を使えるかどうかということが、あるい
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はそこで使えなかったらあまり初期集中は

機能していないかなということになるかと

思うのですが、そんな分析ができるといい

のかなという気がいたしました。ありがと

うございます。 

 それでは、時間がないので次の報告事項

に移りたいと思います。（２）認知症ケア

推進部会 認知症関連事業の実施状況につ

いて、説明をお願いいたします。 

○岡﨑担当係長 それでは、引き続き岡﨑

から報告させていただきます。「足立区の

認知症への取組み体系図」ということで、

今、区では「認知症の理解促進・啓発」と

いうことと、「認知症の方・家族への支援」

ということと、「認知症発見のプロセス」

ということで大きくこの３つに分けてやっ

ております。 

 「理解促進・啓発」については、東京都

発行の「知って安心認知症」を足立区バー

ジョンに変えまして皆さんにお伝えしてい

るところです。「あだち脳活フェスタ」と

いうのを９月の認知症月間に伴って、区内

のヨーカドーさん各店舗様や、今年度は新

たにいろいろな地域の薬局と一緒にやった

りとかもしております。「認知症なびあだ

ち（ケアパス）」、あと若年性認知症のチ

ラシとかで普及啓発を行っているところで

す。 

 「認知症の方・家族への支援」というこ

とでは、東京都事業の認知症ケアプログラ

ムを３０年度から実施しておりますが、皆

さんにアドミニストレーターになってやっ

ていただいたりとか、アウトリーチ事業、

初期集中支援事業。支える仕組みとしては、

若年性認知症の本人・家族の会を２か月に

１回行ったりとか、やすらぎ支援員の支援、

認知症サポーター養成講座、認知症カフェ、

認知症サポーターフォローアップ講座。見

守る仕組みとしては、権利擁護・成年後見

制度、徘徊高齢者位置検索システム、緊急

通報システム、見守りキーホルダー。こち

らの仕事は地域包括ケア推進課ではなくて、

高齢福祉課のほうで行っている事業になっ

ております。あと、「早期発見のプロセス」

ということで、チェックリストを行ったり

とかもしております。 

 それぞれの事業でどのように行ったかと

いうところで、資料４のほうを御覧くださ

い。「認知症の方・家族への支援」という

ことで、ケアの仕組みということでは、先

ほどから言っておりますが、令和２年度は

緊急事態宣言で積極的訪問等を控えたため、

実績数はかなり落ちております。その中で

認知症ケアプログラム事業ということで、

介護事業所を対象に、東京都のほうの事業

なのですけれども、「日本版ＢＰＳＤケア

プログラム」をやっていただいています。

そのアドミニストレーターの養成なのです

が、例年３０、４０人ぐらいだったのです

が、令和２年度は事業所が２.５倍近く、人

数は１１７人と、とても多くの方に参加し

ていただいております。 

 コロナの影響で、地域の中で認知症のい

ろいろな症状が出てきている方が多かった

のかなと、こちらのほうでは想像したとこ

ろです。ちなみに令和３年度、今年度の実

施状況はまた前年度並に戻って、大体３０

事業所、３０、４０人というところになっ

ております。 

 アウトリーチ事業についてです。認知症

疾患医療センターのアウトリーチチームと

区が協働して関係機関と連携を図りながら

認知症の疑いのある方を把握・訪問して、

状態に応じて適切な医療・介護サービスが

受けられるように支援する事業ですけれど

も、平成３０年度９事例、平成３１年度５
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事例、令和２年度８事例になっております。

令和２年度の８事例のうち、必要な医療・

介護につながって終了したケースが４件、

継続支援中が４件ということになっており

ます。  

アウトリーチ事業も平成２５年からやっ

ているのですが、最初はご本人のＢＰＳＤ

の症状が大変激しくて、そのまま入院にな

ったりとか施設になったりという方が多か

ったのですが、最近は家族の関係で信頼関

係をつくるのに時間を要したりとか、なか

なか継続的な支援に結びつかなかったりと

いうところで時間のかかっているケースが

多いなというところがあります。 

 認知症初期集中支援推進事業については、

先ほど報告したとおりになっています。 

 次のページに行きまして、支える仕組み

としては、若年性認知症本人・家族交流会、

通称「おりがみカフェ」を平成２８年から

行っております。こちらのほうも若年性認

知症のご本人、家族が気軽に集まるところ

ということで、推進員が中心となって隔月

で実施しておりますが、昨年はコロナ拡大

のため３回中止になって、３回のみ行って

います。３回の実施なのですけれども、ご

家族の方が外出してコロナになるのが怖い

ということで、例年よりも参加人数は少な

くなっております。 

 次の「やすらぎ支援員の派遣」なのです

けれども、この派遣が昨年は特に顕著で、

０世帯の０回ということになってしまいま

した。訪問自体を控えたということと、訪

問先のほうからもコロナが怖いので外から

人は入れたくないのでお断りしますという

ことがあったりとかしまして、昨年は初め

て実績がゼロとなってしまっております。 

 認知症サポーター養成講座については、

コロナで緊急事態宣言中は中止していたこ

とと、再開した後も一会場の人数を半分以

下にしましたので、回数・人数ともに減っ

ております。それに伴ってサポーターフォ

ローアップ講座も１回は中止になったので、

年度内１回のみの実施になっております。 

 認知カフェについても緊急事態宣言中は

中止になりましたが、それ以外のときに行

っておりますが、ここでもご本人・家族は

来ていただいたのですけれども、ボランテ

ィアさんの受け入れ等も積極的にはしなか

ったために人数が落ちております。 

 次のページ、認知症早期発見のプロセス

というところでは、介護予防チェックリス

トにつきましては先ほど課長から説明があ

ったとおりなのですけれども、昨年は回答

率が久しぶりに６３．８％ということで増

えております。コロナ禍の中、皆さんにた

くさんお答えいただいたなと考えておりま

す。前年度よりも７、８％上がっている状

況です。この中から認知症の自分でできる

チェックリストから２０点以上の方を対象

に訪問支援事業を行っております。 

 対象の方は１，２９３人いらっしゃった

のですが、そのうち６２６人の方に訪問し

ております。６２６人の中でＤＡＳＣが３

１点以上だった方は９７人でした。対象者

の７．５％になります。中でも８０歳以上

の方が６７人ということで、半分以上の方

が８０歳以上の方でＤＡＳＣが高くなって

いて、この後何らかの支援につながる方が

多くなっております。 

 もの忘れ相談については医師会さんの協

力でやっているところなのですけれども、

昨年は９３回で２０１人の参加になってお

りました。 

 ネットワークの構築ということで、認知

症に関わる人々の交流会というのを毎年行

っているのですが、３１年度は年度末に実
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施しようと思っていたためコロナで中止に

しました。令和２年度は１回行いまして、

オンラインで２０事業所、３７人の方に参

加していただいております。これはクラス

ターが実際に発生した病院から、そのとき

の学びをみんなに共有したいということで、

いろいろなお話をしたりとか日常の備えに

ついていろいろとお話を聞いたところにな

っております。 

 昨年度の実績については以上です。 

○粟田部会長 ありがとうございました。

いかがでございましょうか。ただいまの昨

年度の実績に関する説明につきまして、ご

質問ございましたら、自由にご発言いただ

ければと思います。 

○小島委員 高齢者福祉施設連絡協議会の

小島です。ちょっと感想めいたことにもな

るのですが、先ほどの認知症初期集中支援

推進事業と認知症アウトリーチ事業という

のがあって、単純に傍目から見ていて、非

常に似通った事業だなと思いながら見てい

て、こちらの役割、使い分けがしっかり地

域包括支援センターのほうでできているか

どうかというところがあって、アウトリー

チ事業も事例としてはそんなに多くないな

と思っていますので、こちらで混乱が生じ

ているということはあるのでしょうか。以

上です。 

○岡﨑担当係長 どちらかというと、現状

ではこういう困っている人がいるのですけ

れども、初期集中かアウトリーチを使いた

いですというところで相談が入ることが多

いです。 

 なので、そのときのできている状況とか

今後やらなければならない関係者がいるか

どうかという話を、推進員とか私のほうで

聞きながら「アウトリーチにしましょう」

とか「初期集中にしましょう」という話合

いが前段階で行われていることが多いです。

そのため「アウトリーチを使いたいから相

談します」という人は、包括は少ないよう

に思います。「こういう困った事例がある

けれども、どうしたらいいですか」という

感じでのご相談は多いと感じております。 

○小島委員 振り分けを区のほうでしてい

るということですね。 

○岡﨑担当係長 そうです。区と推進員の

ほうで行っています。 

○小島委員 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ちょっと今の小島先生の質問に絡んでな

のですけれども、認知症初期集中支援チー

ムで全国的に問題になっていることのもう

一つが、いわゆる初期集中支援チームでは

対応しきれないいろいろなケースをどうす

るか。 

 特に認知症以外の精神疾患の方がたくさ

ん入ってきたりするので、そういうときの

バックアップ体制はどうするかという問題

点がよく指摘されているのですけれども、

足立区さんとしては、初期集中、３例まで

は難しいかと思うのですけれども、初期集

中とか地域包括センターでは対応できない

ケースについて、例えばアウトリーチを使

っているとか何か事業はございますでしょ

うか。 

○岡﨑担当係長 認知症以外の精神疾患と

いうのは、足立区でもとても問題になって

います。高齢になるとともに、いろいろな

症状が出てくるのは当然かなと思いますし、

それまでに精神疾患とかいろいろな病気を

持ちながら、地域の中で生活していた方が、

ご家族がいらっしゃらなくなったりとか単

身になったことで問題が明確化になったり
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とか、近隣とうまくいかなくなったりとい

うことで、いろいろと相談が入ってくるこ

とは非常に多くあります。 

 アウトリーチチームとしましては、ちょ

っとでも認知症の症状があったりとかした

らということで、大内病院のアウトリーチ

チームのほうにお願いすることがとても多

くあります。また、松井先生にはいろいろ

とお世話になっているのですけれども、本

当に認知症だけかなと、そうでない方もた

くさん入ってきている状況になっています。

アウトリーチチームが出動するまでの、ア

ウトリーチ事業の前の話合いというのをよ

くやっています。本当にこれはアウトリー

チでいけるのか、それとももっとほかに活

用できる支援があるのか、どう対応したら

いいかということで、その中で大内病院の

チームの方と一緒に地域の方、包括、ケア

マネさんと一堂に会して話合いを行ってい

るということが頻繁に今、行われている状

況でございます。 

○粟田部会長 ありがとうございます。実

際に高齢者は認知症だけでなくていろいろ

な問題があるので、大体それを地域包括支

援センターが一元的に受けていて、必要に

応じて初期集中支援チームが発動して、そ

れでも対応できないときということで、東

京都の場合は認知症疾患医療センターのア

ウトリーチチームを使ったり、それから実

は事業が違いますけれども、高齢者のため

の精神保健福祉相談事業をやっているとこ

ろがありますので、それが残っているとこ

ろはそれを使って。実はここが結構、今、

ここが大はやりというか増えてきて、とい

うのは東京都の高齢者精神医療班がなくな

ってしまったので、自治体にある精神保健

福祉相談事業で高齢者専門にやっていると

ころがあると、そこにたくさん来るという

ことがあって。そんな感じで２枚構造、３

枚構造、４枚構造みたいにしてサポートし

ていく仕組みが今や必要になってきている

のかなと思われました。 

 ありがとうございます。 

○岡﨑担当係長 足立区でも、東京都の精

神福祉保健センター、うちは下谷が管轄な

のですけれども、下谷の高齢者班がなくな

ったところがすごく大きいです。実際に包

括は困っているなというところが聞こえて

きています。 

○粟田部会長 足立区はそれに代わる仕組

みをつくったりとかは、今のところしてい

ないということでしょうか。 

○岡﨑担当係長 今のところは、話題には

上っていますけれども、まだ明確なところ

にはなってきていないです。 

○粟田部会長 分かりました。ぜひ松井先

生とよく相談してつくっていただけるとい

いかなと思います。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。何かご質問

ございませんでしょうか。 

○松井委員 粟田委員長からのご指摘を深

く受け止めて、岡﨑さんと一緒に相談しな

がら進めてまいります。 

 私のほうもアウトリーチでそんなに件数

は多くないのですが、それを困難事例とか

の特徴をきちんとピックアップして、それ

を初期集中やその他の事業にうまく生かせ

るように、やはり電話相談とか、受けた相

談とか関わった事例がどういうふうな出口

にあるかというのをきっちりとデータ化し

てこちらの推進部会のほうでも出せるよう

にいたしたいと思います。 

○粟田部会長 ありがとうございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○小島委員 認知症高齢者家族やすらぎ支
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援員の派遣という事業があって、こちら非

常に古い事業だと思いますが、これまでの

実績の数としてはそれほど多くないなと思

いつつ何らかの課題があるのかなと思って

いるのですが、今の支援員の登録状況を含

め、何か課題があれば教えていただければ

と思います。 

○岡﨑担当係長 今の区でやっている事業

の中の一番大きな課題かなと思っていると

ころです。まずこの事業は平成１５年から

の事業になっております。実際、現状では

家族のレスパイトのために行っているので

すが、現状は皆さん介護保険を取られて、

ショートステイに行ったりとか、日中デイ

に行ったりとかということはありますので、

そこに該当しない方たちが、もしくはそこ

のサービス以外に使いたいという方たちが

ご利用しているということになっておりま

すが、なかなかそういう方が少なくなって

きているなということは感じております。 

 実際にやすらぎ支援員も高齢化が進んで

おります。地域での見守りというところで

は、やすらぎ支援員の派遣という事業を地

域の見守り支援員という形でちょっと発展

的にできたらいいなということはずっと考

えているところです。以上です。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

○久松委員 私も認知症サポーターのフォ

ローアップ講座の講演をやっているところ

なのですけれども、そのサポーターの皆さ

ん方がその後どういう活動をされているの

か。縦割りにいろいろなことがたくさんあ

るのですけれども、横との連携みたいなと

ころで、どういうふうにつながっているの

かなというのはちょっと聞きたいなと思っ

ているのですけれども。 

○岡﨑担当係長 認知症サポーターフォロ

ーアップ講座は、認知症サポーター養成講

座を受けていただいた方に、その後のフォ

ローアップということでやっております。

年２回、２日制で原則やることになってい

るのですけれども、意識の高い方がとても

受けてくださっているなと思っています。

現状、認知症のほうで、例えばやすらぎ支

援員とかそういう見守りのほうに、そうい

う人材としてなっていただければいいなと

思っているところですが、まだそこまでに

は至っておりません。 

 現在はボランティアセンターの職員にも

入っていただいておりまして、その中でご

本人さんたちに地域での認知症の方へのフ

ォローとかいろいろな、例えば特養だった

り、グループホームのいろいろなボランテ

ィアだったりとか。おととしはグループホ

ームの職員になった方までいらっしゃいま

した。そういうところで結びつけるような

形を今は支援として行っている状況です。 

○久松委員 例えば近所にお住まいの方で、

ちょっと認知症が心配だなという方がいた

ときに、地域包括のほうに連絡してあげて、

地域包括がそれに結びついたなんて、そう

いうケースとか何かありますか。 

○岡﨑担当係長 すみません、あまり聞い

たことがないです。でも、そういう事業に

なればいいなと思っております。フォロー

アップの修了者の方が、地域でそういう見

守っていただける対象になっていただけれ

ばいいなと考えております。 

○久松委員 ありがとうございます。 

○粟田部会長 ありがとうございます。足

立区は何と言っても認知症早期発見の介護

予防チェックリストと認知症訪問支援事業

が、これはやはりほかの区にはない本当に

特徴的な事業で、毎年５万人以上の方にチ

ェックリストをやって、回答率が６割以上

で、令和２年は少ないですけれども、それ
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までは９，０００人以上の方を訪問してい

ると。これはすごい数値だなと思います。 

 昨年は恐らくコロナのために減ってしま

ったのだと思うのですが、この事業は本当

にすごいなと思うのです。その後でいいの

ですけれども、ぜひこの実績を細かくお教

えいただければなと思います。 

 それから、もの忘れ相談事業も、これは

コロナの影響をそんなに受けていないです

よね。２００人以上の方が救われていると

いうことで、これも本当に大変な実績だな

と思いますので、そのうちぜひ、どんな方

が相談に来られているか、利用者増加か何

かお教えいただければなと思います。あり

がとうございました。 

 それでは時間ですので、次の討議に入り

たいと思います。 

 ３番目が検討事項ということで、「令和

４年度からの認知症早期発見、早期対応の

仕組みについて」ということでございます。

これにつきまして、事務局から説明をお願

いいたします。 

○岡﨑担当係長 早期発見、早期対応の事

業についてということで、今回は認知症検

診推進事業についてご検討いただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 この事業は東京都の事業でして、パンフ

レット及び認知症チェックリスト等を活用

して認知症に関する正しい知識の普及啓発

と、早期診断に向けた認知機能検査の推進

ということで、普及啓発と検診事業の２つ

から成り立っているものになっております。

１枚目の資料上段の右側のところに、「事

業内容」ということで、「普及啓発」。区

から「自分でできる認知症の気づきチェッ

クリスト」を掲載したパンフレットを対象

者へ送付して、その結果、医療機関、もし

くは指定会場において希望者に対して認知

機能検査を実施する。検診実施後の対応と

しては、区は「認知機能障害の疑いがあり」

の結果が出た受診者の情報を包括と共有し

て、対象者の状況に応じた支援を実施する

というのが東京都から示されている事業に

なります。 

 令和元年度からこの事業が始まったとこ

ろなのですけれども、当初は令和５年度ま

でと言われていたのですが、昨年、東京都

から連絡がありまして、令和６年度までの

１０分の１０の補助事業になっております。 

 令和３年度は検診実施が１４か所、普及

啓発のみというところが２か所。検診はや

っていないけれども普及啓発だけやってい

ますよというところが２か所の市区町村に

なっています。近隣では葛飾が、令和元年

度から既に従来のもの忘れ検診をこの検診

事業に乗せてやっているという形を聞いて

おります。 

 次のページにいきます。資料６になりま

す。これがまた東京都の認知症の担当者会

議で示されている資料になって、字が細か

くて申し訳ございません。この検診事業と

いうことで真ん中の当たりに点線で囲まれ

たものがあると思います。Ⅰ番の「認知症

検診実施について対象者へ周知」。住民、

医療機関等ということで点々で囲まれてい

る部分なのですが、ここの部分が東京都の

補助事業になります。 

 それ以降の検診後支援、かかりつけ医と

か専門医療機関での鑑別診断、検診後の支

援という部分につきましては、これは区で

考えてくださいと東京都から言われている

ものになっております。補助事業なので１

０分の１０ということなのですけれども、

ここでは令和５年度までとなっていますが、

今、令和６年度まで。対象となる人口に応

じて段階を設定ということで、７０歳以上
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の人口で考えられていますが、足立区は人

口が多いので、一番右側の検診事業で４，

８００万円、普及啓発で９００万円という

補助事業になっております。合わせて５，

７００万円の補助事業です。 

 その次、ここが一番課題なのですけれど

も、資料７で、区のほうで考えました認知

症検診推進事業のスキームです。区ではま

ず、７０歳以上という東京都の話があった

のですけれども、７０歳限定にしたいと考

えました。これは久松先生とかいろいろな

先生にもお話をお伺いして、７０歳のとき

から何らかの「あれ」と思うことを感じて

いらっしゃる方が多いかなということがあ

りましたので、今回は早期発見というとこ

ろで、７０歳で考えております。 

 昨年の４月１日現在で７０歳の方が８，

２７６人いらっしゃいました。この方たち

に認知症の気づきチェックリストをお送り

しまして２０点以上の方と、あと２０点未

満でも検診をどうしても受けたい方。これ

も対象者に入れてくださいと東京都から言

われておりますので、そこを合わせまして、

対象者は８，２７６人のうち５００人と考

えました。 

 これは認知症有病率、大体７０～７４歳

で３．６％なので、４％を掛けて、ほかに

概算見込検診希望者ということで、合わせ

て５００人という数字になっています。 

 ここで、その２０点以上と希望する方に

関しましては、希望制でご自身がもし医療

機関を受診したいということであれば個別

検診。医療機関に受診するまでではないけ

れどもちょっと気になるからやはり何らか

の支援というか行きたいなという方には集

団検診。自分はまだ大丈夫だからいいよと

いう方には検診を希望しないということで

１、２、３に分けて考えました。 

 個別検診のほうなのですけれども、区内

のサポート医と、もの忘れ相談医でご協力

を得られる先生のところに受診していただ

きたいなと考えております。そこで行うこ

とは、問診。問診は東京都のほうからＨＤ

Ｓか、ＤＡＳＣもしくはＭＭＳＥと言われ

ておりますので、その検査をすること。

（２）は、社会的支援ニーズの明確化とい

うところでは足立区独自のものになります

けれども、粟田先生の研究所で明文化され

ている、認知症の方の生活を支援、生活を

困難にする社会的支援ニーズなどの９項目

について、チェックシートを用いて明確化

できればと考えております。これが医療機

関のほうでやっていただきたいことです。 

 そこで医療に関するニーズがあると判断

された人と、福祉に関するニーズがあると

判断された人。あと現段階では支援の必要

はないですよと判断されたということで、

３つのところに分けていただければと考え

ております。医療機関で行うところはまず

ここまでになります。 

 次に、集団検診をお申し込みいただきた

いなという方です。区のほうに集団検診の

検診申込書をお送りいただきまして、それ

から検診日時を通知したいと思っておりま

す。集団検診なので２日間で想定２００人、

午前午後５０人ずつなのですけれども、想

定しております。 

 そこでまず問診、これもＨＤＳ、ＤＡＳ

ＣもしくはＭＭＳＥを看護師さん等に取っ

ていただきまして、ここでも社会的支援ニ

ーズの明確化ということで医療に関するニ

ーズと福祉に関するニーズについてチェッ

クシートを用いて聞き取りを行いたいと思

います。 

 そして、さらにここでは、脳の健康度測

定ということで、エーザイのほうが行って
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おります「のうＫＮＯＷ（ノウノウ）」と

いう、簡単なトランプをめくるようなパソ

コン上のシステムがあります。それを来て

いただいた方お一人お一人にやっていただ

きまして、のうＫＮＯＷの結果が、認知機

能向上のための活動が必要な方と、ボーダ

ーラインと、正常な状態と、この３つに分

けられてきますので、それぞれの方につい

てまた支援を行って行きたいと思います。 

 当日、集団検診の会場では、さらに医師

からの助言としまして、認知症の気づきの

チェックリストが２０点以上で、のうＫＮ

ＯＷの記憶力スコアというのが出てくるの

ですけれども、それがＣ判定の方に医療機

関宛てに連絡票を発行して受診勧奨をして

いきたいと思っています。 

 希望者には健康ミニ講座、いろいろな生

活習慣病とか、生活の習慣が認知症の予防

につながるということで、その辺りのお話

ができたらいいなと考えております。ほか

に地域包括支援センター職員による個別健

康相談というのを行えればいいかなと思っ

ております。集団検診ではこれだけのメニ

ューをそろえたいと思っております。 

 ここの青色のラインで、医療に関するニ

ーズがあると判断された人と、医師からの

連絡票を発行された方に関しましては、も

ちろん医療機関に行っていただきたいので

すけれども、行ったかどうかとか、実際行

けなかったらどうして行けないのか、何の

支援が必要なのかということで、これは検

診後支援ということで、ここから先は足立

区の財源からの支出になりますが、認知症

疾患医療センターによる診断・支援、訪問

看護ステーションによる支援を最長６か月

行っていきたいと思っています。 

 電話、面接、訪問ということで、想定と

しましては通院同行をしたりとか、電話相

談をしたりとか、訪問したりとかというこ

とで、次の機会に結びつくということを考

えております。結びついた結果、包括のほ

うもやはり関わっていくかなと考えており

ます。 

 オレンジ色のラインです。福祉ニーズが

あると判断された人に関しましては、医師

からの個別検診と集団検診の場所からにな

ると思うのですけれども、ここに関しまし

ては地域包括支援センターによる支援を行

っていきたいと思っています。本人の意思

を確認しながら尊重しながら社会的支援ニ

ーズの調整を行って、生活の困難さを少し

でも解消できればいいかなと思っておりま

す。 

 この包括支援センターの支援による方と

いうのは、またその後どうなっていくかと

いうところもありますので、半年後くらい

にまたフォローアッププログラムというこ

とで、医師とか健康運動指導士・管理栄養

士等による健康講座と脳の健康度測定を再

度やったりということで、その方が地域で

よりよく生活するために、そうなるまでに

支援できればいいかなと考えております。 

 足立区が考えたスキームは以上になりま

す。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

 ここからは自由にご質問、それからご意

見を頂ければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 では、ちょっと私が口火を切るというこ

とで。個別検診とそれから集団検診でいろ

いろあるのですけれども、メインはどちら

も医療に関する支援ニーズがあるか、福祉

に関する支援ニーズがあるか、いずれも特

に支援する必要がないだろうという、この

３つをちゃんと識別して、青い路線かだい

だい色の路線にニーズがある人を乗せると
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いう、それがこのスキームのポイントと考

えてよろしいですか。 

○岡﨑担当係長 そうです。 

○粟田部会長 ありがとうございます。１

か所だけ分かりにくいところがあるのです

けれども、集団検診のところは項目がたく

さんあるのでちょっと複雑なのですけれど

も、脳の健康測定の、エーザイの「のうＫ

ＮＯＷ」の中で認知機能の維持向上のため

の活動が必要という判定が出るわけですよ

ね。そしたら青い路線に……。ボーダーラ

インというのがちょっと分からなくて、ボ

ーダーラインというのも、のうＫＮＯＷで

判定されるのですか。 

○岡﨑担当係長 そうなのです。のうＫＮ

ＯＷの結果からボーダーラインというとこ

ろが出てくるようになっております。 

○粟田部会長 そうですか。ボーダーライ

ンが出たら、こっちはだいだい色の線に乗

せようということなのですか。 

○岡﨑担当係長 考えました、そのように。

経過を見たほうがいいですよ、という形で

書いてありましたので。 

○粟田部会長 ボーダーラインのほうは地

域包括支援センターによる支援をしていこ

うという流れなわけですね。 

○岡﨑担当係長 行いつつ、それで、また

フォローアップのほうでのうＫＮＯＷのほ

うを再度やってと考えております。 

○粟田部会長 なるほど、そういうことで

すか。分かりました。 

 どうでしょうか。何かご質問ございませ

んでしょうか。 

○久松委員 今、他区でやっている検診事

業のほうなのですけれども、この前、岡﨑

さんから聞いたところ、文京区だけですよ

ね。やっているのは。 

○岡﨑担当係長 集団検診で行っているの

は文京区だけです、今のところ。 

○久松委員 そうすると、文京区でやって

いる集団検診にはどういう課題があるので

しょうか。やるに当たっての課題として。 

○岡﨑担当係長 その辺は粟田先生のほう

がお詳しいのかなと思うのですけれども。 

○久松委員 例えばドクターを、どういう

先生を何人呼ぶのとか、それから半日に５

０人というのが可能なのかどうかとか、い

ろいろあるかなと思うのですけれども。 

○岡﨑担当係長 実際に文京区の方に話を

聞いているのですけれども、半日で５０人

は可能で、やっていらっしゃいます。ドク

ターも何人体制で行ったと言ったかな、ち

ょっと数は忘れたのですけれども、複数人

で対応されていらっしゃいます。文京区が

違うところは、７０歳限定ではなくて、５

５歳、６０歳、６５歳と若い方も対象に行

っているのです。この「のうＫＮＯＷ」の

ほうの実施に入ってきたのは、実際若い方

がすごく多かったと聞いております。フォ

ローアップも昨年１２月に終わっているの

ですけれども、フォローアップのほうは７

０歳の方が多く入ってきたということを聞

いております。 

○久松委員 集団検診をやって、どのぐら

いあって、どのぐらいの方が例えば医療が

必要ですよとか、その割合とかかなり出て

きたのでしょうか。 

○岡﨑担当係長 出てきております。 

○久松委員 どのぐらいでしょうか。 

○岡﨑担当係長 まず集団検診は、パソコ

ンは３０台用意したと聞いております。そ

こに１人ずつサポートスタッフがついて行

いましたということを聞いております。脳

の健康度測定の事業実績ということでは、

申し込みが約６００人で、コロナが一番流

行っている時期の９月に実施していたので、
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実際に会場にいらっしゃった方は４４２名。

認知症の気づきチェックリストが２０点以

上の方は１６人、脳の健康度測定でボーダ

ーラインだったりとか、ここでいう認知機

能の維持向上のための活動が必要という方

が、全部で７４名と聞いております。４４

２人中７４人です。のうＫＮＯＷの集中力

スコアというのは、どれだけ集中できたか

というものなのですけれども、これもＢ判

定、Ｃ判定というのがあるのですけれども、

そこは大体２００人弱というのを聞いてお

ります。協力医療機関に連絡票を発行した

方は約６０人ということも聞いております。

これは５５歳から７５歳までの５歳刻みの

方なので、７０歳限定ではないというとこ

ろはあると思います。 

○久松委員 粟田先生、この精度はどの程

度になるのでしょうか。 

○粟田部会長 精度ということではないの

ですが、文京区の場合も東京都の検診事業

の枠組みで独自につくったシステムなので

す。足立区さんでいうところの集団検診の

部分だけなのですけれども。足立区さんよ

りももっと簡略な感じだったかもしれない

です。社会的支援ニーズをここでちゃんと

把握しようというところまでは、形はやっ

ている可能性はあるのですけれども、ここ

までシステマチックにはやっていない可能

性がありますね。 

 実は私も文京区のそれに確かに関わって

いるので話は聞いているのですが、ちょっ

と資料を探したのですけど出てこなかった

ので、岡﨑さんがおっしゃったところぐら

いしか実績はちょっとよく分からないです

けれども、手探りでやっているような感じ

であります。初めての試みということで多

分課題はこれから出てくるのではないかな

と思います。 

○久松委員 ４４２人中６０人が医療につ

ながったというのは、結構大きいのかなと

思いましたけれども。 

○粟田部会長 そうですよね。６００人の

方が来られたということで、６００人とい

うのも大体予想していたのが６００人くら

い来るだろうと予想して６００人来たとい

うことで、みんな自分で心配している人が

来るということになりますので、その中に

はやはりＭＣＩとか軽度認知症の人がかな

り含まれているということかと思います。 

○久松委員 医療機関を直接受診するより

も、こういう制度のほうが敷居が低くて、

多くの方々が参加しやすいという、そうい

うものもあるのではないかなと思うのです

けれども。 

○粟田部会長 私もそう思います。かかり

つけ医の先生がいれば、まずかかりつけ医

に相談するというのが私はいいと思うので

すけれども、いない人はどこに行っていい

かまず分からないということだと思うので、

敷居は確かに検診をやると低くなるのだろ

うなと私も思いました。 

○久松委員 ありがとうございます。 

○粟田部会長 ほかにいかがでしょうか。

ご質問ございませんでしょうか。 

 これはスタートするとなると、来年度の

４月からスタートということになるのでし

ょうか。 

○岡﨑担当係長 スタートは来年度の、検

診のご案内送付は１１月頃と考えておりま

す。 

○粟田部会長 １１月ですね。なるほど。

ではまだ準備があるということですね。 

○岡﨑担当係長 医師会さんとどのように

進めていくかというのを、これから決まり

次第、開始したいと思っているところです。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 
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 ほかにはいかがでしょうか。 

 あとちょっと１点、細かいことでお聞き

したいのですけれども、個別検診の場合も

集団検診の場合もそうなのですけれども、

ここで判定された方に対しては、紙か何か

でご案内をして、あとは自由に行動しても

らうという感じなのでしょうか。 

○岡﨑担当係長 今のところそういう想定

なのですけれども、まだ詳しいところまで

は決めていないです。ご本人が受診しやす

い方法とか、やっぱり忘れがちな人なので、

どのようにしていったらいいのかなという

ところは悩ましいところかなと思っている

ところです。 

○粟田部会長 ありがとうございます。何

名出てくるかは、やってみないと分からな

いというところがありますけれども。 

○久松委員 ちょっと気になったのは、個

別検診にしろ、集団検診にしろ、医療が必

要ですよというのは分かるのですけれども、

それから漏れた人たちが、後で「あのとき

こうだったではないか」みたいなことは、

クレームとして出てくる可能性はどうでし

ょうか。 

○粟田部会長 なるほど。これは確かによ

くありますね。岡﨑さん、いかがですか。

今のお話は。 

○岡﨑担当係長 それから漏れた人という

のは、会場に来て、対象ではないと言われ

たということですか。 

○久松委員 「あのとき、医療の必要はな

いと言われた」と。実際は違っていたとい

うときに、時間の経過があるから、その後

認知症が発症したということになると思い

ますけれども、そのようなクレームをする

場合もあるかもしれない。 

○岡﨑担当係長 想定としましては、この

検診は７０歳が対象者なのですが、介護予

防チェックリストが６５歳から３歳刻みで

本人のところに行くのです。６５歳、６８

歳、７１歳ということで、検診のご案内の

次の年に介護予防チェックリストがまたご

本人の手元に届きます。なので、１年後に

自己チェックリストで２０点以上の方には

包括職員が改めて訪問しますので、そこの

場面でまた早期発見ができるかなというこ

とを考えております。その間に苦情になっ

た場合のところは、まだ考えておりません。 

○粟田部会長 ありがとうございます。久

松先生がおっしゃっていることは医療機関

でよくあって、私、認知症疾患医療センタ

ーでありますので、やはり認知症かＭＣＩ

か。現段階ではＭＣＩでもなくて普通だと

いう診断をするのです。だけどやはり半年

か１年後ぐらいになったりすると認知症に

なったりして、「あのとき正常だと言った

のに」と結構クレームがあったりするので

す。 

 それに対する対策として、必ず今現在は

正常だというときも、「現時点では正常だ

けれども、今後認知症になる可能性はあり

ますよ」と必ず言うことにしているのです。 

 年齢とともに認知症というのは起こって

くるので「現時点では大丈夫ですけれども、

今後は、可能性はあるのです」と言ってお

くことは結構大事なことであって、今や国

民の全てが長生きしますと、認知症になる

確率が非常に高いので、そういうことを普

及啓発の意味を込めて伝えるような工夫を

しておいたほうが安全かと思われます。細

かいことですけれども、ご検討いただくと

よろしいかなと。 

 ほかにはご質問ございませんでしょうか。 

○松井委員 非常にすばらしい仕組みで感

銘いたしました。早期に見つけて一番肝に

なるのは黄色のところ、フォローアッププ
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ログラムだとか、要はあまり社会的なレー

ルというのでしょうか。いろいろなつなが

りをここで見つけた人たちが進まないよう

に、あるいは社会的なとか身体的なエーデ

ルが低下しているのを少し介入することで

戻してあげられたらというのが一番いい取

組になるような気がするのですが、この辺

りについてはこれから細かく詰めていく話

になりますか。 

 右側のところの具体的な、多分電話でも

もちろんいいですし、講座でもいいのです

が、多分単発的にやるよりは継続的に社会

で、このコロナの中だから難しいところは

あると思いますが、ここに足立区独自のと

ころを置けると非常に継続性があって、よ

りよい仕組みになっていくような気がしま

した。 

○粟田部会長 ありがとうございます。松

井先生がおっしゃるとおりだなと。このだ

いだい色のところが、やはり足立区の特徴

だなと。ここがとてもシステマチックにう

まくつくれているなと思いましたけれども、

岡﨑さんいかがですか。このだいだい色の

ところの仕組みを今後いろいろと考えるこ

とになるかと思いますが。 

○岡﨑担当係長 そうですね。これから考

えるのですけれども、もともと足立区はず

っと私が言っているのですけれども、糖尿

病がとても多い区なのです。糖尿病の有病

率がとても多いので、認知症の方も多いの

かなと。一般的にいって１５％とかと言わ

れていますけれども、足立区はもうちょっ

と多いのではないかなというのが活動の中

の実感として思っているところです。 

 糖尿病の方ももちろん治療の継続は必要

なのですけれども、認知症の方も、認知症

と診断されたからずっとというわけではな

くて、やっぱり地域の中でいろいろな形で

皆さんと一緒に活動していくことは大事か

なと。これから地域の取組というのはすご

く大事になってくると思うので、このフォ

ローアップというところは一番大事にした

いなと思っているところです。これが定期

的にうまく回るようになってくると、今、

認知症予防の取組というのは集団で行って

いるというのはほとんどない状態なのです

けれども、何かうまく回っていく取組にで

きればいいなということは思っているとこ

ろです。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 認知症検診全体の実施フローと、実施後

のフォロー体制と、それからこのフロー図

に入っていたほうがよいその他の内容、支

援はあるかとここに書いてありますけれど

も、そんな観点でいろいろお話しいただけ

ればと思うのですが。 

 岡﨑さん、私からまた１ついいですか。

青いルートの中で、検診後の支援の中に、

訪問看護ステーションによる支援、最長６

か月、電話、面接、訪問、同行２～３回、

電話２～３回、きめ細かく書いてあるので

すが、これも私はとてもいい仕組みなので

はなかろうかなと思われるのです。 

 もちろんまだこれは、具体的なところは

これからなのでしょうけれども、イメージ

としては、例えばこの検診で認知症の疑い

があるとなった人たちに対して、認知症疾

患医療センターへのつなぎもあるのでしょ

うけれども、そういう人たちに対しては足

立区として訪問看護ステーションによる、

電話、面接、訪問等の支援をしていこうと

いう、そういう考え方でいいのでしょうか

ね。何人になるか分からないですけれども、

例えばこれ５０人が判定されたら５０人の

人たちにこういうことをしていこうという、
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そんな感じのイメージなのでしょうか。 

○岡﨑担当係長 はい、そうです。そのイ

メージです。この考える一番最初のきっか

けになったのが、本人グループの藤田和子

さんがよく、診断後の空白の期間が一番不

安だったということをおっしゃっていたと

思います。丹野智文さんもそういうことを

おっしゃっていたと思うのですけれども、

何もすることがなくて、地域の中で普通に

生活していてくださいと言われたときが一

番不安だったということなので、自分で認

知症かなと思われた方でも、実際に「そう

ですよ」とか「将来、様子見たほうがいい

ですよ」と言われた後は心配かなと思いま

すので、その部分について空白の期間に対

しての支援をちゃんと行いたいなと思った

ところです。 

 訪問看護ステーションというところでは、

ちゃんと医療とか認知症に対しての知識の

ある専門のスタッフですので、認知症疾患

医療センターはもちろんそのとおりのとこ

ろなので、そういう方たちが寄り添ってい

くというところで、ご本人の安心につなが

るかなと思ってこの仕組みを考えています。

何かあったらそこに相談すればいいとか、

ちょっとした心配事とか、そういうところ

で一緒に考えていったりとか、助言を頂き

たいとか、ということができるような仕組

みをつくっていけばいいかなと思っていま

す。 

 最長６か月間なのですけれども、いろい

ろな意味で安定してきたら、最後は包括支

援センターのほうで引き継いでいきたいと

思っていますし、地域包括支援センターの

ほうも訪問看護ステーションとかと一緒に

活動していくことで、認知症の関わりにつ

いてということで、さらにスキルアップし

ていただけたらなと思っているところです。

足立区内に訪問看護ステーション、７０か

所くらいはあると思いますので、その中で

何とか回せていけたらなと思っているとこ

ろです。 

○粟田部会長 ありがとうございます。認

知症の初期段階の診断後のサポートという

のは、介護保険サービスでは対象にならな

いのです。要介護認定もつかない場合もあ

りますから。ただ、ここは非常に重要であ

るということは当事者も言っているのです。

ちなみにスコットランドのリンクワーカー

というのは、スコットランドが政府として、

認知症と診断された人には最低１年間のリ

ンクワーカーによる診断後支援を受ける権

利があると、そういう宣言をして、５つの

診断後支援をすると決まっているのですけ

れども、それに非常によく似ているなと思

いました。ぜひスコットランドの５つの柱

というのがあるのですけれども、それを参

考にして、訪問看護ステーションによる診

断後支援のマニュアルというか、やり方と

いうのを確立していただければなと考えて

おります。 

 ちなみに５つの柱とは何かというと、全

部言えるか……、１つは、ちゃんと認知症

についての情報をきちんと提供しましょう

というのが１つ、２つ目は、社会とのつな

がりをちゃんとつくっていけるようにしま

しょうということ、３つ目が、認知症当事

者同士の出会いも確保しましょう。４つ目

が、将来のケアの計画を立てていきましょ

う。５つ目が、将来の意思決定支援の計画

もここで立てていこう、そういう５本柱で

あったかなと思うのですけれども、これは

介護保険のサービス、ケアマネジメントに

ないものなので、ぜひ認知症のための診断

後支援の何か方法論をここでつくっていた

だけるとすばらしいなと思いました。あり
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がとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。何かござい

ませんでしょうか。 

 いいでしょうか。それではまだ時間は実

はあるのですけれども、今日の議事はこれ

で大体以上ですよね。少し早いですけれど

も、一応私の議事進行の案件はここまでと

いうことにさせていただいて、最後に何か

まとめをお願いしますと。これ私、何か最

後まとめをすることになっているのですか

ね。 

 まとめということはございませんけれど

も、足立区は人口規模も結構ありますし、

地域包括支援センターも２５か所でしたか。

大変な数があって区としての認知症施策は

本当に大変だろうなと思います。岡﨑さん

は本当に苦労されているのだなと思いまし

た。ただ、本当に足立区のこの委員会のチ

ームはとてもチームワークがよくて、皆さ

ん本当に積極的で前向きなメンバーなので、

全体として本当にいい方向に進んできてい

るのではないかなと感じました。内容的に

もある意味では非常に先進的だなと私、感

じております。 

 ということでぜひ、岡﨑さん、この足立

区の認知症施策、いい形で進めていただけ

ればと思っております。 

 ということで私からの最後のまとめは以

上ということで、ここからは司会を岡﨑さ

んにバトンタッチしたいと思います。あり

がとうございました、皆さん。 

○岡﨑担当係長 粟田先生、ありがとうご

ざいました。途中から委員の尾上様が参加

していらっしゃいますので、すみません課

長、お願いしていいですか。 

○粟田部会長 ごめんなさい、尾上さん、

どこから参加しているか気づかなかったの

ですけれども、何かご意見あるいはご感想

などございましたら。 

○尾上委員 お疲れさまです。老健千寿の

郷の尾上です。すみません、この週末から

職員の陽性者が出ておりまして、その対応

を朝一からずっとやっていたもんで、参加

したのが１１時ぐらいからです。なので、

最後のこの推進事業スキームのところは説

明を聞いていたのですけれども、これ自体

はすごくいいものだなと私自身は思ってお

ります。 

 ちょっと発言をしようかなと思ったのは、

この取組自体を今、足立区に１４老健があ

るのですけれども、そこの事務長さんたち

で定期的に会議をやっておりまして、そこ

にこの資料を共有したいなと思ったのです

けれども、それはいかがでしょうか。 

○柳瀬課長 失礼しました。地域包括ケア

推進課長の柳瀬です。今、お話ございまし

たとおり、老健の皆様のほうにもしっかり

資料の提供等をさせていただければと考え

てございますので、よろしくお願いできれ

ばと思います。 

○尾上委員 承知いたしました。では、早

速この会議終了後に、この資料のほうは老

健事務長会のほうに共有したいと思います。 

 私自身、まだまだ勉強中の身ですので、

これからもよろしくご指導いただければと

思います。私からは以上です。 

○粟田部会長 ありがとうございます。多

分やりながらいろいろな課題が出てくるの

だと思いますけれども、それはまた皆その

都度共有しながら解決策を考えていくとい

うことかなと思います。 

 ありがとうございます。では、岡﨑さん

よろしくお願いします。 

○岡﨑担当係長 ありがとうございました。

今日皆さんから頂いたご意見とか、まだま

だ本当に足立区、足りないところがいっぱ



- 23 - 

 

いあって、考えなければいけないところも

あるのですけれども、このスキームを考え

るに当たりましても、区の中でいろいろ検

討を重ね、粟田先生にもご意見を頂きつつ、

ようやっとここまで来たというところです。

考え出してからかなりの時間を要しており

ますが、よりよいものになるように今後さ

らに検討を進めていければと思いますし、

皆さんからのご意見を頂きながらスキルア

ップしていきたいと思っておりますので、

ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 では、今回の部会はこれでおしまいにな

ります。今回の部会開催に当たりましては、

新型コロナウイルス感染症の拡大で急遽方

法を集合体からオンライン形式に変えまし

て、皆様のほうにはご連絡が急遽いろいろ

いくことになりまして申し訳ございません

でした。 

 また、先般ご案内したときに、今回のお

支払いについてなのですけれども、今日お

持ちくださいということだったのですけど、

それができなくなりましたので、返信用封

筒をお送りいたしますので、申し訳ござい

ませんが、そちらのほうに入れていただい

て送り返していただければと思います。皆

様のお手を煩わすことになってしまい申し

訳ございませんが、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは、これでこの部会を終わりにさ

せていただきたいと思います。皆様ご意見

いろいろありがとうございました。また何

かありましたら、いつでもおっしゃってい

ただければ、また検討を続けていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

今日はありがとうございました。 


