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平成 26年度第２回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会会議録 

 

１ 開催日時 

  平成 26年 11月 10日（月）午後１時 30分～午後３時 30分 

 

２ 開催場所 

  エスポワールいわて 特別ホール（盛岡市中央通一丁目１番 38号） 

   

３ 出席者 

 【委員】（50音順） 

   池田 壽和 委員   稲葉  暉 委員 

   大上 和吉 委員   木村 宗孝 委員    

熊谷 雅順 委員   佐々木 カツ 委員   

鈴木 佐知子 委員  関 りゅう子 委員 

高橋 安子 委員   寺山 靖夫 委員（代理：赤坂 博氏） 

   遠山 宜哉 委員   長澤 茂 委員 

藤原 誠一 委員   三善  潤 委員 

八幡 博文 委員   渡辺  均 委員 

【県側出席者】 

  根子保健福祉部長 齋藤参事兼長寿社会課総括課長 菊池高齢福祉担当課長 

  佐々木介護福祉担当課長 高橋地域医療推進課長 ほか長寿社会課職員及び 

医療政策室職員 

 

  

４ 開 会 

  （会議成立報告：委員 19名中 16名の出席） 

 

５ 挨 拶 

  根子保健福祉部長 

 

６ 議事要旨 

報告事項 

  (1) 介護政策評価システムにみる全国及び岩手県の現状について 

     （資料№１ 説明者 佐々木介護福祉担当課長） 

事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

  （遠山会長） 

   資料１につきまして、全国の中での岩手県の位置づけについて御報告いただきま

した。委員の皆さんから御質問や御意見ございませんか。 
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  （木村委員） 

   このグラフの見方は、そういう見方もあるかもしれませんが、逆に言いますと、

在宅サービスがいかにお金がかかるかということを言っている図だと思います。

明らかに、左下のところを見ると全国平均よりかなり低くなっているわけですが、

これは在宅サービスが少ないグループです。上の方の大阪府が、施設が少ないに

もかかわらずかなり高い料金が設定されているのは、在宅サービスがお金がかか

るという内容だと思うのです。これから特に在宅サービスに力を入れていくとい

う国の方針があると、そちらの方に介護保険でもお金が高いほうになっていく、

特に 24時間サービスをやった場合、日医総研で出した値だと思いますが、24時間

在宅でサービスした場合、一人 70万円くらいかかるという試算が出ていたはずで

す。入所または入院と比べると、非常に高い値になります。それはそのとおりで、

在宅まで訪問するわけですから。それを下げる意味での 24時間で定時巡回という

形を国では出してきたのですが、そういったことを含めて考えますと、これから

定時巡回を上げてくるという方針もありますから、施設サービスが高いという考

えは、これには当たらないと思います。 

岩手県の場合は、北海道がもう少したくさん施設があれば話は違いますが、医

療の場合を考えると、北海道は入院施設が非常に多いです。だから介護保険の部

分は少なくなっているという部分があります。岩手県の場合は、北海道に次ぐ土

地面積があって人口密度も２番目に低いはずですが、その状態で考えると、施設

サービスのほうが多くならざるを得ないわけです。そのへんを加味して考えなけ

ればならない。岩手県の入院施設に関しては、医療保険自体で岩手県は低いほう

ですから、入院のほうはちょっと多いかもしれませんが、それも合わせて考える

と、全国より高い地域ではないと考えられます。妥当な線だと考えて差し支えな

いと思います。 

ただし、沿岸とか被災した地域には失礼ですが、被災した地域で、施設を復旧

した以外にも新たにできた施設もあって、さらに人口がかなり流出しているとい

うことも考えると、沿岸に関してはかなり過多となってくるという可能性が考え

られます。こういうことを言うと問題になるかもしれませんが、実際に働く介護

人材もかなり窮している状況を考えると、適材適所の数ということに関しては、

もう少し考えていただきたいと思います。 

 

 （遠山会長） 

   ありがとうございました。事務局から何かコメントありますか。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   御指摘どうもありがとうございます。まさしく、そういう関係がこのグラフから

読み取れると思います。各市町村でも様子が異なってくると思いますので、お話

いただきましたとおり、それぞれの地域の状況をみながら計画を策定することを

考えておりますので、また御指摘いただきたいと思います。 
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 （長澤委員） 

   御丁寧な説明をありがとうございました。この表一枚の資料で言うのも何ですが、

いろいろなことが思い浮かばれて、数学に詳しい先生方はたくさんおいでになる

しょうが、私のような者から見ても、縦軸と横軸で相関係数は確かにプラスになっ

ているんだと思って拝見しました。ax + b の線をどこかに引くと、御説明があっ

たとおり、大阪府は特色があるなとか、沖縄県はその通り、東北だと青森県のポ

ジションは興味深いなと拝見しました。 

 

（遠山会長） 

   他にございますか。それでは協議事項に移らせていただきます。 

 

協議事項  

(1) 「いわていきいきプラン 2017」（仮称）[岩手県高齢者福祉計画・岩手県介護

保険事業支援計画]の素案について 

    （資料№２-１、２－２ 説明者 菊池高齢福祉担当課長・佐々木介護福祉担

当課長） 

事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。   

 

（遠山会長） 

素案につきまして御説明いただきましたので、委員の皆様から御意見をいただき

たいと思います。 

 

 （木村委員） 

   三点あります。21ページの３「専門的なケア体制の整備」（１）認知症介護ケア

サービスの提供のところで、この基盤として、介護老人保健施設の認知症専門棟が

抜けていると思います。これは閉鎖タイプになるので、いわゆる PTSD のひどい人

も受け入れることになります。ここに書かれている課題のところで、「認知症グ

ループホームや特別養護老人ホームなどが、地域社会に根ざした認知症ケアの拠点

として活動することが求められています。」とありますが、これらは拠点となるで

しょうか。軽度認知症のグループホーム、それから特別養護老人ホームでも、あま

り重度の認知症の方が入ると敬遠されてしまいます。グループホームでもそうです。

うちの施設でも重度の認知症の人が一人入った経緯がありますが、軽度の人たちは

パニックになってしまい大変なことになってしまいます。そういうことを考えると、

認知症専門棟いわゆる老健施設が入ってくるのではないでしょうか。 

それから、グループホームや特別養護老人ホームは入所すると、最後に近いとこ

ろまで入所することになるので、またすぐに入所できるかというと、それはないわ

けです。それを考えると、老健施設のほうが中間施設的な役割を持っているという

ことです。 

それから、認知症デイですが、そこも少し考えていただいた方がいいと思います。
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また、認知症の部分でもう少し地域包括支援センターの役割を加えていただいたほ

うがいいと思います。 

次に、リハビリテーションの部分ですが、地域リハビリテーションの推進という

ことで、介護予防の会議の際に、地域ケア会議にリハビリテーション専門職を入れ

るようにという方向性がありましたが、それがこの中では抜けているような気がす

るので考えていただければと思います。 

それから、施設サービスについて、岩手県は充実してきているので、去年でした

か、施設サービスは「これからはそんなに・・・」という話を聞いたような気がし

ますが、そういうことで「充実」という言葉に変わったと理解してよろしいですか。 

 

 （菊池高齢福祉担当課長） 

   貴重な御意見をありがとうございました。認知症の関係につきましては、今後、

老健等も含め検討させていただきます。グループホームや特別養護老人ホームが拠

点になるのかということでしたが、取組のところにもありますが、趣旨とすると、

グループホーム等に専門知識を持った方がいるので、地域の中心となっていただき

たいということです。 

 

 （木村委員） 

   出前講演みたいな形でということですか。 

 

 （菊池高齢福祉担当課長） 

   そういうことを含めてということで、御意見の趣旨は理解しましたので、記載の

仕方等検討していきたいと思います。リハビリテーションについてですが、地域ケ

ア会議にリハ職などを入れるのではということについてですが、地域ケア会議につ

きましては、必要な専門職、多職種連携ということになっていますので、ここにそ

ういった趣旨のことがなかったので記載したいと思います。ありがとうございます。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   最後の一点についてですが、28 ページのところで、「老人福祉施設等の福祉

サービスの充実」というタイトルにつきまして、「整備」から「福祉サービスの充

実」に変えたという説明をいたしましたが、項目につきましては、軽費老人ホーム

ですとか、高齢者生活福祉センター、養護老人ホームといったものの記載というこ

とで、特別養護老人ホームなどと混乱するおそれがあるということでタイトルを改

めたものです。 

御質問の関係で 33ページを御覧いただきたいのですが、（３）に介護保険施設の

整備・充実という項目がございますが、御指摘いただいたとおり、2025 年を見据

えて今回の計画を策定することとなっておりますが、高齢者の人口そのものは今後、

減っていくということが一部地域ではすでに現実のものとなっています。そういっ

た状況も踏まえて計画的な整備を行うということで、従来のようにとにかく整備を
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行うのではなく、施設サービスと居宅サービスのバランスも踏まえながら計画を作

り、着実に整備するということを考えております。 

 

 （木村委員） 

   わかりました。巷間言われているところの介護保険の改定の中で、小規模デイ

サービスが地域密着型に取り入れられるという話ですが、不条理な施設といっては

失礼ですが、野放しに開設できるという問題点があります。そういった点がある程

度是正される。サービス付き高齢者向け住宅ですが、野放しと言っては失礼ですが、

どこも監督するところがなく、介護老人保健施設は全国で 25年かけて 35、6万床

になったのですが、サービス付き高齢者向け住宅は、この５年間で 35万床を超え

ているわけです。そのために介護人材がいろいろなところに取られて需要と供給の

バランスがすっかり崩れてしまったということがあり、サービス付き高齢者向け住

宅について岩手県としては自由にという形で行くのでしょうか。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   二点の御質問と思いますが、まず一点目の地域密着型のデイサービスですが、御

指摘のとおり、特に都市部にかなり数が増えているということもあります。そのこ

とを踏まえてですが、33 ページ一つ目にありますように、地域密着型への移行が

行われるということで、今後については市町村が指導監督を行い、より地域に密着

したところで見ていくということになります。 

それから、サービス付き高齢者向け住宅につきましても、説明の中でも触れまし

たが、現在、いわての保健福祉支援研究会と連携しまして実態調査を行っており

ます。現時点で、９月１日現在、1,193戸と把握しております。県内でもかなり増

えております。今後、実態を把握したうえで取り扱っていきたいと考えておりま

す。 

 

 （齋藤参事兼長寿社会課総括課長） 

   資料 29ページについて触れていませんでしたので付け加えたいと思います。「い

わて高齢者住まいあんしんプランによる「住まい」の安心確保」の記述がございま

すが、サービス付き高齢者向け住宅につきましては、「いわて高齢者住まいあんし

んプラン」を策定しております。国においては、厚生労働省と国土交通省の共管で

あり、県においては県土整備部と保健福祉部の共管となっております。具体的に言

えば、建築住宅課と長寿社会課の共管ということになっております。供給に関して

は、住宅サイドでプランを作り進めていくことになり、取組のところにも書いてあ

りますが、あんしんプランに基づきニーズの把握をしながら、住まいに関する制度

見直しに取り組んでいきたいと考えております。ただ、供給側は戸数をいくらにす

るかということが、国も県もハード整備をして高齢者の方の住まいを確保していく

ということですが、そこでどのようなサービス、どのような住まい方がされるのか

ということについては、供給サイドではなかなか見ることができない部分で、そこ
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についてはこちらできちんと確認することになるのですが、なかなか十分でないと

いうことで、ＮＰＯ法人にお願いして実態把握に努めているところです。 

 

 （渡辺委員） 

   サービス付き高齢者向け住宅ですが、だいたい 300億の予算がついたということ

で、戸数にすると３万戸、20年とすると 60万戸です。要介護１や２が特別養護老

人ホームの入所から外れたわけで、そのあたりの連結がかなり詰まっているような

気がします。そのへんの把握も必要な気がします。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   ただ今御指摘いただきましたことを踏まえて、今後の実態把握とともに、制度改

正による特養入所の変遷なども勘案しまして、県としても今後の対応を考えていき

たいと思います。 

 

 （稲葉委員） 

   介護保険と障がい者の自立支援ですが、境界がダブるような現象がでてきており

まして、この計画の中に盛り込めるかどうかは別にして、県の指導等をお願いした

い。心身障がい者の方は自立支援法で面倒を見ているのですが、利用者の方々が高

齢化して、施設に入っている方でも中程度の方は地域移行ということでグループ

ホームに移行しているわけですが、そういった方々も年をとってくると、グループ

ホームからちゃんとしたケアができるように施設に戻らなければならないという

話も出ています。施設に留まっている方々も、従来の自立支援のケアだけでは無理

じゃないかということで、県立中山の園等で問題の検討が始まって、そういう方々

の老人ホームも必要ではないかと思います。 

介護保険法の中でやれる分もありますし、その場合、先ほど住所地特例の話が出

ましたが、どの保険者がそれを決めていけばいいのかということになると、そもそ

も、自立支援法は広域的な対応で県がさばいてくれる立場にあったわけで、一方、

介護保険の方は市町村だとか、広域の介護保険者でやるが、間尺が合わなくなって

きています。その辺の問題が出てきていますし、そういう方々の老人ホームを作る

にしろ、経営の問題が出てきて、その方々専門のサービスだけでは採算に合わない

ので、地域の方々を入れたような少し規模の大きい施設もほしいということも出て

います。 

そうなってきますと、今までの市町村単位とか、介護保険の保険者単位の検討で

は間に合わなくなってきています。そのへんもお含みおきいただきたいと思いま

す。一つの事業者だけでの話ではなく、カナンの園という民間の施設もあります

ので、そちらのほうから問題が出てくるのではということで、地域社会として一

緒に協議したいと思っているのですが、地域に戻っていきますと、介護保険の単

位としてやろうとすると共通の課題にはなりえないというか、さばききれない面

もありますので、その対応もよろしくお願いします。 
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 （齋藤参事兼長寿社会課総括課長） 

   障がいの方々で病院または施設に入っている方の地域移行の問題、特にも、高齢

化している方々の地域移行した後の介護保険で対応する部分が出てくるのではな

いか、そこをどう考えるのかというお話で、また、介護保険が、老人福祉はかねて

からどちらかと言うと市町村の中で完結するようなサービス体系、また、障がい者

自立支援の平成 15年くらいからの支援費制度以降は市町村主体でということで、

それ以前の施設の造り方はかなり広域的な形でやってきた経緯がある中で、市町村

対応の部分と、市町村を超えた広域的な対応のところで、現場市町村では難しい立

ち位置であるという、稲葉委員のお話と理解しました。 

障がい者の方々の高齢化、地域移行の問題については、厚生労働省の中でも報

告が出ていて進めていくと、そしてその中で高齢者の方々については、介護保険

で対応すべき、例えば認知症で病院にいる方については認知症グループホームで

あるとか、特別養護老人ホームであるとか、在宅でどうケアするかについて、一

つの絵は出しているのですが、具体的に県、市町村レベルで落としていく作業に

ついてはできていないのが現実でして、県の障がい保健福祉課でも、今どの程度

地域移行する方々がいるのか調査していますので、われわれも調査の結果をみな

がら、市町村に適切に情報提供、アドバイス等したいと考えております。 

これまで市町村では、病院や施設にいる高齢者で介護ニーズのある方がどれだ

けいるかということについて、ほとんどみられていなかったわけで、そのあたり

はきちんと情報提供していきたいと考えています。特に一戸町の場合は、中山の

園やカナンの園など集中的に施設があり、委員のお話は十分理解できるところで

ございまして、障がい分野と十分情報交換しながら、県、市、事業者の方々と知

恵を出し合いながら解決すべき問題であろうと思っています。 

 

 （熊谷委員） 

   ７ページの成年後見人の今後の育成についてですが、今後、養成研修を行い、育

成支援を進めるということですが、私も実際に事業で成年後見人を受任している

立場ですので状況はわかっているのですが、一番の問題に報酬という部分があり

まして、裁判所や家庭裁判所が成年後見人の報酬額を決めて、対象者からその部

分をいただくという流れになっているのですが、実際、年金とかお金をそこそこ

もらっている対象者であればあまり問題はないのですが、ぎりぎり年金でやって

いる方は、報酬が発生しないでボランティアの成年後見という形になります。行

政側としてそのように報酬が発生しない方に対して助成金のようにしていただけ

ればいいのですが、なかなかそのような市町村が少ないということで、たぶん今

後、受任するための養成研修を行ったとしても、報酬問題でなかなかボランティ

アで動くのが厳しいという人が増える限りは、人数が増えにくいと思います。実

際、ボランティア意識を持ってされる方はいいのですが、私のように事業をやり

ながら成年後見を受け持つ独立型社会福祉士というのも増えていますので、こう

いった成年後見人の受任の報酬を収入にしている方も多いですので、県で報酬の
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部分も検討していただければありがたいと思います。 

 

 （菊池高齢福祉担当課長） 

   ただ今、成年後見についての貴重な御意見をお話いただきました。これにつきま

して、７ページ取組の二つ目にありますように、市町村で予算化すると報酬等をみ

られるという事業もあるのですが、この取組がなかなか進んでいないというところ

がありますので、市町村の利用促進を図る取組の働きかけをして支援していきたい

と思っております。いろいろなところでこのお話をいただいておりまして、何とか

市町村と一緒になって進めて参りたいと思います。御意見ありがとうございました。 

 

 （関委員） 

   訪問看護ステーションをやっております。在宅医療と介護の連携ということで、

現場でも連携を取り組もうとしているところです。一点、現状のところで、訪問看

護事業所数 95で、全国平均の 6.3事業所より上回っているということですが、こ

れは、岩手県内では十分間に合っていると判断していいのでしょうか。 

それからもう一つは、現場では看護師が非常に足りない状況です。ここのところ

をどう考えればいいのでしょうか。つまり、在宅で受けたいのですが、看護師がい

ないのでなかなか受けられない実態があります。それから、吸引してくださる、そ

れに参加してくださるヘルパーさんたちがもう限界の状況で、なかなか探せない、

在宅でみてあげたいのですが無理だということが問題として出てきています。それ

から、ケアマネさんですが、介護関係のケアマネさんはいいのですが、障がいの方

をプランニングしてくださるケアマネさんが、在宅における医療支援に対する知識

が十分でないため連携がうまくいかなくて、６月から依頼してまだ訪問につながっ

ていない方が一人いらっしゃいます。こういった現状の問題点に関しても、解決策

の中に入れていただければありがたいと思い発言させていただきました。 

 

 （高橋地域医療推進課長） 

   御意見ありがとうございます。まず一点目の訪問看護ステーションの数、全国と

の比較でございますが、この数値は、平成 25年３月に策定した岩手県医療計画の

記述から持ってきたため、若干データが古いということがございます。ここはもう

少し新しいデータがないか探してみたいと思いますが、これで十分なのかと言いま

すと、定量的にこうなっていますというところは申し上げにくいところですが、市

町村や郡市医師会さんと在宅医療の関係で意見交換させていただいたことから申

しますと、訪問看護ステーションはまだまだ足りない、特に在宅医療を推進するに

あたっては訪問看護ステーションさんに御活躍いただかなければならないことが

多く、まだまだ不足しているとお話をいただいておりましたので、そういった問題

意識を持って私どもも取り組んで参りたいと思っています。 

それから、看護師の不足という事態につきましても、同様にお話をいただいてお

り、特に訪問看護ステーションを立ち上げるに当たっても不足している、というこ
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とはお聞きしております。在宅医療と介護の連携推進の中では、そういったところ

までは踏み込まない形でございますが、看護師の不足につきましては、訪問看護ス

テーションなども含めて別途、看護師の確保定着のアクションプランなどを策定し

て取り組んでいるところで、そういったところとも一緒になってこのプランを進め

て参りたいと考えております。 

そのほかのヘルパーさんとの連携であるとか、ケアマネさん、特に障がい者のケ

アマネさんについては、私どもでは正直承知していない部分でございましたので、

またお話を聞かせていただきながら考えて参りたいと思っておりますので、御理

解をお願いいたします。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   私からも二点ほどお話させていただきます。ケアマネの関係についてですが、38

ページに、先ほども少し触れましたが、ケアマネの研修課程が変わるということが

この中に書かれております。当初は、来年度から新しい研修課程に変わるというこ

とでしたが、準備の都合等もあり１年間延期されて平成 28年度から新しい体系に

移行となっております。その中では、医療的な専門知識の項目なども研修の中に含

まれると伺っております。それから、喀痰吸引の関係では 40ページに少し記載が

ございますが、県といたしましても、引き続き喀痰吸引等の医療的ケアの研修を実

施して体制の整備を図っていくこととしております。 

 

 （齋藤参事兼長寿社会課総括課長） 

   障がいの方のケアマネという言葉を使いましたが、障がい者の相談員のことだろ

うと思いますが、障がいの方の在宅サービスは介護保険で提供されている場合が多

いと思います。ただ、40 歳未満で交通事故であるとか労働災害で介護保険の適用

にならない方の場合は障がい単独のサービスとして利用されていると思いますが、

介護保険のサービスだけでは足りないので障がいサービスもプラスアルファに

なっている方があると思いますので、障がいの方のケアプランをみるケアマネにつ

いては、介護のほうの研修の中で充実強化を図っていきたいと思っていますし、ま

た、介護のほうでは対応できない方々への支援になっている障がいの方の相談支援

員の充実については、関係課にきちんとつないでいきたいと考えております。 

 

 （赤坂委員） 

   20 ページですが、認知症の関係で初期集中支援チームというのは、これから目

玉になってくると思うのですが、実際のお話を聞いてみると、モデル地区でやって

いる所では、初期で入ってくるというより、地域の困難事例の最後の窓口のように

なっていまして、「認知症サポート医の指導の下」とありますが、市町村でお話を

聞くと、なかなかサポート医の方でもそこまでみられる方がいないという現実があ

りまして、これからどれくらい増えていくのかというところも難しいのではないか

と感じています。そのへんのことをどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
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それから、認知症疾患医療センターの地域型というのがこれからできてきますが、

地域型にどのような役割を持ってもらって、この広い岩手県の医療資源が少ない中

でどのようにカバーしていくかということについての県の考えはいかがでしょう

か。 

 

 （菊池高齢福祉担当課長） 

   認知症の初期集中支援チームについてお話をいただきました。全国的にやってい

るところもありますが、本県はまだないということで、まさにこれから整備してい

くという状況です。サポート医を中心にということは国のほうで書いていることで

して、本県では、サポート医は医師会さんの御協力のおかげで人数的には東北各県

では多い方であると思いますが、実際、どこまで動けるのかということは課題であ

り、これから医師会さんとも協議しながら、サポート医の方に活動・協力をお願い

していかなければならない状況です。それから、医大さんには認知症疾患医療セン

ターの基幹型ということで役割を担っていただいておりますが、今の県の医療計画

で地域型を含めて５か所設置するということになっておりますので、そのように進

めていきたいと思っております。地域型の役割ですが、基幹型と同じように鑑別診

断、急性期の治療、それから相談といったところが中心となっていくと思います。

ただ、担当エリアが広いということもありまして、県民のみなさんに広く利用いた

だくにはどうしたらいいのか考えていくことが今後の課題だと思っております。 

 

 （木村委員） 

   赤坂先生にお聞きしたいのですが、認知症疾患医療センターの初期の認知症、例

えば、認知症と診断して薬を出すことは普通の開業医が当たり前のようにやってし

まいます。その後、BPSD が起こってからみんなあたふたとなって、そこから紹介

する形になることがこれから増えてくるのではないでしょうか。この間、基幹型の

審査委員会があって、精神科病院の方ですが、これからもしそういう考え方でいく

と、精神科病院が下火になっていく可能性も出てくるのではないでしょうか。 

認知症サポート医について、私も認知症サポート医で養成研修を受けて２日間

講習しましたが、それだけで他のドクターの前に出て講義しなさいと言われても、

BPSD でこういう時にはどういう薬を使うかとかかなり詳しいことを聞かれた場合

に答えられるような研修ではなかったです。専門で勉強していてサポート医の研

修を受けるという形でないと、形だけで作ったようなサポート医だとドクターへ

の講義はちょっと難しいと思います。そういうことも含めて高橋先生がいらした

時期と比べて、実際のサポート医の前の段階の講義も少なくなっているのではな

いでしょうか。どこに頼むか、郡市医師会で困っている状況です。 

 

 （長澤委員） 

   私もサポート医なので、木村委員がおっしゃるとおりですが、ただ、今回こうい

う勉強をして、薬物療法を中心にという医療と、地域で、みんなで認知症の人たち
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にネットワークでというのが、今回のいきいきプランをすごいエネルギーでおまと

めになったと感服しているですが、いろんなところの方々のお知恵を頂戴しながら

認知症を支えていかないといけないとつくづく思います。 

先ほどお話のあった住まいが大事だというお話、私もそのとおりだと思います。

私どもは、陸前高田にＮＰＯで「朝日のあたる家」というのを作らせてもらい、

みんなでごはんだとかストレッチだとか、子どものケアだとかさまざまなことを

少しずつやらせていただいておりますが、最後の被災高齢者のところをみても、

いろいろなすばらしい計画があると思います。でも、住むところはどうなのとい

うことになると、サービス付き高齢者向け住宅でも国土交通省とどうとか、住ま

いのところと長寿と、あるいは医療と介護の連携、看取りをどうすると考えたと

きに、また話は変わるのですが、県内の医師会と警察の「医警連」というところ

でいろいろ事案を話し合ったのですが、今回は、高齢者を救急で運ぶ、あるいは

グループホームで運ぶということで、どうしても行政の方々にも入ってほしいと

いうことで、うちは一関と平泉の広域地域ですのでトップの方や、精神科の院長

先生にもおいでいただいてお話を聞くと、いろいろなところでいろいろな人たち

の知恵が必要となります。先ほど関委員からもお話があったように、訪問看護も

これで十分かと言われれば、私はそうではないと思います。一関は旧市町村別に

言うと大東町では訪問看護ステーションはゼロです。隣の千厩に４つありますか

らそこから動いているということでしょうけれど、決して十分とはいえないと思

います。 

この資料で嬉しいと思ったのは、24 時間 365 日対応する在宅療養支援病院が２

施設、これは一関市ですね、私が何年も一人でやってきてとても無理だというこ

とで、機能強化型で声をかけたら、「いいよ、一緒にやろう」というのがいくつか

出まして、それで一つお願いがあるのですが、厚生労働省では機能強化型に今年

の４月からハードルを設けました。その背景としては、都会でいろいろなお仕事

をしてるのに歯止めをかけたと言っていますが、看取りを年間二人、特例で今年

は９月末までに一人診ないとだめだということでした。私たちのチームには皮膚

科の先生が入っていました。皮膚科はとても重要で、在宅に行って床擦れがあっ

ただとか、あるいは湿疹があったとか、写真を撮って個人情報のモニター、チーム

もりおかの「ゆい」という在宅医療連携システムを使わせていただいていますが、

そこに送ると適切な答えがきます。非常にいい仲間が入って下さったと思ってい

た矢先に、この看取りということがハードルになって、辞めてしまいました。皮

膚科ではとても看取りはできないと。このことはぜひ国のほうに強く強くお願い

をしたいと思います。岩手県が人口 10万人対で平均以下です。平均以上は盛岡市

だけです。ほとんど 10万人対 200を切っております。一関の東山は二桁です。そ

ういうところでの医療資源をもっともっと大切に、みんなでせっかくチームを

作ってやろうとしているときに、都会並みのハードルを持ってきて一瞬で崩れて

しまう。御尽力をお願いしたいと思います。あれこれですみません。 
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 （高橋委員） 

    地域のことでお話させていただきます。18ページの認知症の支援についてです。

私は矢巾町に住んでいます。矢巾町では地域包括支援センターが中心になって

ネットワークを作りまして、「やさしさはばたく認知症支援ネットワーク連絡会」

ですが、各委員が認知症の方の見守りについていろいろと相談しながら試行錯誤

しながら進めているところです。一歩前に行っているのかなと思いお話させてい

ただきます。地域包括支援センターが中心となって社会福祉協議会さんとか病院、

木村委員のところにお世話になったり、警察とか役場、全部がネットワークを作っ

て知恵を出しながら、認知症カフェを作ったり、居場所作りとしての場、介護し

ている家族のつどいを持ったり、「男の介護」という料理とか相談をする場所を

持ったりしています。私は本当に矢巾に住んでいてよかったと思うのは、こうい

うところに住んでいると安心して歳をとっていけると感じています。難しいこと

ではなく、このように地域包括支援センターで、こういうことだったらできます

よ、と言われると、自分たちも自信を持って、これだったらできるかなというこ

とで、小さい公民館一つででも、もしネットワークを通じてすぐにお医者さんに

診ていただけるのでしたら何でもできるんじゃないかと自信にもつながっており

ます。ぜひこれから認知症を地域でみなければいけないという時代に入っており

ますので、大きく地域にも呼びかけて進めていただければいいかなと思います。 

 

 （遠山会長） 

    はい、ありがとうございました。そろそろ時間が迫って参りましたが、他にご

ざいますか。それでは、今日はさまざまな御意見をありがとうございました。今

度プランは最終案になって参りますが、それに向けて県のほうでよろしくお願い

します。以上で議長としても役割を終わらせていただきます。議事進行に御協力

いただきましてありがとうございました。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

    皆様、長時間御協力をいただきましてありがとうございました。最後に「その

他」でございますが、事務局からは特に準備しておりませんが、皆様から何かご

ざいますでしょうか。 

本日は、長時間にわたりまして貴重な御意見、御提言を賜りましてありがとう

ございました。このプランにつきましては、最初にお話したとおり、今日いろい

ろ御意見をいただきましたので、また内部検討を重ねまして、地域説明会、パブ

リックコメント、関係する方々からの御意見をいただきたいと考えておりますの

で、どうぞ今後とも御協力をいただきますようお願いいたします。これをもちま

して岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会を終了いたします。本日は誠にあり

がとうございました。 


