
1

　「認知症疾患医療センター」が持つ早期診断技術に注目したい。 障害が出る前に診断
して対策を講じれば、認知症を発症するリスクを下げられる。さらに発症しても早い段階
で適切な治療やケアを受けられれば、 患者の症状の悪化を防いで生活の質を保つことが
でき、家族の介護負担も減らせる。

2
　センターの存在そのものを知りませんでした。いろいろとお教え下さい。学んでゆきた
いと思います。

3

　センター開設の時、広報し、あるいは報道されたこともあったかと思いますが、私は全
く見落としたのか、今回初めてそのような施設があるのを知りました。
　事態はますます深刻になってきています。”全県民”にその所在地、センターの機能、
あるいは受診手続きはどうすればいいのかなど、周知をよろしくお願いします。

4
　高齢者の運転免許証更新講習会で認知症疾患医療センターからの指導時間があると予防
や問題点で受講者に理解させる良い機会になると思います。

5
 治療が出来る・予防が出来る・・・このことを広く認識させることにより・理解が高ま
ると思う。

6 　症状を含め広報が必要

7
　認知症は、明日は我が身の身近な問題です。予防の方法や診察医療の他、家族のケアー
の仕方、医療機関や施設の紹介、金銭や財産問題等幅広く支援指導していただきたい。

8

 認知症は社会問題になっており、時には殺人事件の原因にもつながっている。ところ
が、症状が、さまざまなうえ、軽い人の場合、うっかり疑ってしまうと人権侵害になりか
ねない。だから、みんな黙っている。さらに、認知症という症状名があいまいなので別の
名前に変え、定義を明確にすべきだと思う。病院によっては「物忘れ外来」の表示を出し
ている。もっと県民レベルの意見を吸い上げてほしい。

9
「現在では県内９か所の医療機関を指定している」との事だが、何とも少ない。少なくと
も各市に１ヶ所はないと、頼れる存在にはなり難い。

10
「認知症に対する医療」自体がよくわからないので、認知症が疑われた場合どうするべき
かという広報もしてほしいと思います。

11
「認知症疾患医療センター」という名称と機関を多くの国民に認知してもらうことがまず
第一だと思う。

12
「認知症疾患医療センター」の周知度は広まっていないように思われますので、もっと広
報して欲しいと思います。

13

「認知症疾患医療センター」の存在を出来るだけ多くの方々に知ってもらい、気軽に相談
可能とさせるために、電話番号入りのキャッチフレーズ(例えば、「認知症、迷わず相談
〇〇〇〇〇〇〇」とか…)の印刷された簡単明瞭なチラシ(裏面は、詳細説明)はいかがで
しょうか？。

14 「認知症疾患医療センター」を初めて知りました。

15
これから増加が懸念されるが、上記医療センターについて　知らなかった
「防災上尾」でのアナウンス種々、告知活動をお願いしたい

16 「予防法」の一層の開発と普及への注力が大切。
17 　もっと認知度あげるべく努力が必要。

18
・数多くの事例と認知症程度の対応
・認知症の日常生活予防
・絶えず自分の状態が把握できる相談・検診

19
・認知症の診断だけでは、質問が抽象過ぎる。後期高齢者の運転免許更新時の認知度検査
は該当するのかどうか不明（問１では「病院で」とあるから限定されるのかも）

20

・認知予防の対策として、講習なども有効ですが、自宅で習ったことを復習するのは、簡
単なようで難しいです。そのため、講習を受講した人に、認知予防の体操や知力などを
DVDに収めたものを、各人に無償配布して、自宅のテレビで使ってもらうなどの方策が、
有効かなと考えています。
聞いてきて、自宅で復習などするのは、容易ではないですから。

21 ３０万都市の越谷市にもお願いいたしたい
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22

70歳の高齢夫婦です。
夫婦の会話の中で、適切な単語が（言葉が）出ない、忘れ物が多い等、若いころと違った
状態に気付きます。
順調に年を重ねていると思いますが、生活に支障が出たなら、主治医・当センターに相談
したい。

23
87歳の母がおり、いずれ認知症の心配があると思う。正直どうして良いか全くわからな
い。yes.noで選んで進むフローチャートが欲しい。

24

８９歳の実母が認知症で現在特養に入所しています。母が認知症を発症してから早数年が
たちますが、センターの存在は医師からもケアマネさんからも聞いたことがありません。
もっと早期に知っていたらなと思います。今後の長寿社会の日本が直面する深刻な問題で
ある認知への取り組みに期待いたします。それにしても市の広報でもっと取り上げて欲し
いものです。

25 ＰＲ活動は必要です。年に１回はセンターでイベント実施するのも良いと思う。

26
Q10について、医療機関は受診する人が来るので、まずその医療機関に相談するかと思い
ます。チラシだと置いてあることに気づかないと、持っていかないので、ポスターなどま
ずは目に触れる方法を検討されるかといいと思います。

27 SNSなどを利用してより一層の周知をはからなければ、20代の知名度は低いと思われる。

28
SNSを活用すると若い世代の人にも
もっと知ってもらえると思う。

29
web上で読んでいても頭に入ってこないので、こちらのセンターに関するパンフレットな
どあったら読んでみたいと思いました。

30
あまり遠い場所なら行きたくても行けないので、各病院にそれ専門の科を設けてもらった
方がいい。

31 あまり知らない人が多いように思います。TVなどを通じての広報活動が必要と思われる。
32 あまり知られていない現状でありますので積極的広報活動を行う必要があります

33
アンケートで知りましたが今後患者が溢れる事が想像できるので、分院や設備の充実を望
みます。

34 いいよ
35 いずれは自分も認知症になる恐れがありますので施設や相談窓口の充実をお願いします。

36
いずれ親が対象となるかも知れない年齢になる為、今のうちに情報収集をしておきたい。
分かり易い情報提供を期待したい。

37 いずれ知っとかないといけない日が来るかも。勉強になりました。
38 いつでも相談できるところが近くにあるのはとても頼りになります。

39
いつ自分自身にも症状が出て来るかわからないが、それらしき症状が見られたら認知症疾
患医療センターに相談したいと思います。

40 イベントなどを積極的にやったらどおですか？
41 お世話にならないことを願いますが、あると便利だと思います。
42 かかった場合の費用が気になります。

43
かかりつけの医師の紹介で知ることが多いのではと思う
本人が自覚することが出来れば診察に向かわせるとが出来るが、
本人を受診に向かわせることが難しい

44
かかりつけの病院に「認知症疾患医療センター」のポスターでの告知があると認知しやす
いと思います。

45

かかりつけ医との連携。あと、痴呆症の人が市町村等で案内される成年後見人制度の問題
が話題ですが、この制度を色々調べましたが恐ろしいですね。
これでは、痴呆症だと医療にかかりに行くことも躊躇してしまうくらいです。家族のいる
家庭にはふさわしくありません。市町村と士業との癒着も問題ありそうです。

46
クリニックの中には、対応できると答えて、一時期お願いしたが、疑問を感じ変えたが、
今から考えると専門性がなかったと言わざるを得なかった。管理、指導を期待したい。

47
こういうセンターがあることを知らない人がたくさんいると思いますので、もっとPRして
もらえたらいいと思います。

48 こういうものがあることを広く周知してほしい。
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49

こういう施設の存在を知っているか、知っていないかで、いざという時に不安にかられた
り、家族だけで抱え込むかの差が出てきそう。
病院とかの待ち時間などでチラシをよく見たりするので、置いてあったら見そうな気がす
る（区役所などは、用事がなくあまり行かないので）

50

このアンケートで初めて知りました。昨年4月妻が一人で外出中に転倒骨折して入院しま
した。その時以来「言動」がおかしくなって市役所に相談。来宅していただき認知症と診
断されました。大変なショックを受けましたが、この施設を知らずに別の病院に通院中で
す。改めて明日以降この「医療疾患センター」に赴いて診断、相談に伺いたいと考えま
す。情報ありがとうございました。

51
このセンターがどのようなフィロソフィーと運営方針で運営されているかも明確にして欲
しい。単にニーズがあるからと言う単純な理由だけで施設を公費で作るのは税金の無駄遣
いである。

52

このセンターの仕組みがある事自体知りませんでした。
親が後期高齢者になっておりますので、いずれ自分のところにも来る可能性がある問題と
して認知症は常に気になっています。
このような情報を事前に持つことがとても大切だと思うので、今回のアンケートはとても
有難い機会でした。

53
このようなセンターの存在を今回初めて知りました。是非、周知活動をしていただければ
と思います

54
このような機関があることを今回初めて知りました。
どのようなことをしてくれるところなのか、もっと認知されるといいと思う

55
このように総合的な対応が可能な施設があることを知り、認知症に対する漠然とした不安
感が軽減しました。親戚にも知らせていきたいです。

56
この医療センターは家族や親族が相談するもので、ひとり住まいの高齢者本人が相談でき
る方策も必要だと思う。

57 この先　極めて重要な機関の一つとなって来ると考えます。
58 これから、とても重要なことになるので、お金をかけてでも、広く知らせてほしい。

59
これからどんどん認知症の方は増えて行くと思うので、SNS等も利用し、広めて行ってほ
しいと思う。

60
これからの時代、体が丈夫でも、精神上の問題がますます増えてくる。認知症問題は、重
要性が増す。それに対する対策を、行政が力をいれて欲しい。
身近なところにセンターの出先を設置する必要がある。（利用しやすく。）

61
これからの社会、増えていく恐れのある認知症。もっと地域、国で温かい環境つくりが必
要なのではないかと思います。

62
これからますます需要が高まると思いますが、現時点で認知度が低すぎていると思いま
す。めげずに頑張ってください。埼玉県内に約２７万人の認知症の方がいるとは思いませ
んでした。ちょっとショックでした。

63
これからも高齢の老人が多くなることが予測されることで、認知症の方がより増えること
が判っているので、早急に対策を練ることが大事です。「認知症疾患医療センター」の役
割がとても重要な場所であることから広く県民に認知されることを望んでいます。

64

これから益々高齢化社会。なのに認知症の事に無知で怖いから、もっと敏感でありたいの
で、「まさか私が」とならない前に、家族とともに、身近なTV放送等で心の準備・質問・
対応の仕方を考えさせてもらえれば幸いです。高齢化社会ぼうっと生きてはいられませ
ん。

65 これから関心を持って情報を得ます。
66 これから気にしていきたいと思います。
67 これから高齢化社会になるのでもっとアピールをして欲しい
68 これから重要な施設であると思うが、知名度が低いのではないか。
69 これから大きな問題になると思います。頑張ってください。

70
これから認知症は増えると思います。
認知症疾患医療センターは各市町村に必要だと思います。
予防、治療などに広くサポート、ケアーをお願いします。
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71
これから認知症を患う人は確実に増えるだろう。また自分や配偶者が認知症となるリスク
もある。　　そんな時　「認知症疾患医療センター」があることは非常に心強い。
これからも充実したセンターとして　県民の支えになってほしいと思います。

72

これだけではないが、「〇×センター」と言っても、直接行動(診察、対応など）に当た
ることはなく、大半が電話対応で終わってしまうことがおおい。実際、困っている方々
は、直接手を差し伸べてほしい人が大半で、相談で終わるならば、「〇×センター」は必
要ないと感じます。認知症ではないが、判断に困って「〇×センター」に電話しました
が、▽〇病院、＊＊医院、を紹介され、予約を取るわけでもなく一般論で説明され、結局
自分で専門の病院を探して、予約しました。
相談だけでなく、直接行動して頂ける組織や設備を設けてほしいと思います。

73
これまでは認知症は関係ないと思っていましたが、87歳になりましたので、気を付けたい
と思います。毎日が退屈することがないように、積極的に前を向いてやっていきたいと思
います

74 スタッフの方の精神が病まないよう配慮して頂けたら幸いです。

75
すでに認知症の人に伝えるのは難しいと思いますが、世代的にインターネットでは届かな
いと思いますので「紙媒体」の利用がよろしいかと。
ま、それも、あやしいものですが…。

76
セミナーの実施や相談窓口の拡大を期待します
特に相談窓口の受付時間を、夜間や休日にも増やしていただきたいと思います

77 セミナー開催にいってみたいです。

78
センターがあることすら知らない。これからの高齢者時代、急いでこの機関の存在を広く
広報すべきである。

79
センターがあることを今回のアンケートで知りました。近くにあれば、相談等できて便利
だと思いますが、予約制だったり、すぐに見てもらえず数ヶ月待ちだと症状も進行しそう
なので、そうでないといいなと思います。

80
センターが何処にあるかも分からない今、これから調べてみようと思います。友人の御主
人様の事も心配ですが当事者が医者に行きたがらないようですし、かかりつけ医も持たな
いようです。そんな現状が身近にあり他人事ではありませんね。

81
センターについて詳しくは知りませんが、対象となる方は今後増える傾向にあるので、あ
れば、折角の施設ですので、認知度を上げ多くの方に利用して貰い、早期予防を行い、県
民が健康に暮らせれば良いなと考えます。

82
センターの存在を初めて知り、センターの細部情報等広報周知の取り組みを速やかに実施
されることを期待します。

83 センターの名称を抵抗のない、親しみある略称が必要ではないか
84 センター数が必要だと思います。

85
センター認知度を上げて相談窓口を強化する。サークルの友で父が認知症みたいなのだ
が、どこに相談すれば良いかわからないと皆に愚痴っていたが、誰もセンターの事は話題
にしなかった。

86 センタ－として十分機能を果たせる施設か疑問

87

そのような機関があるとは、知りませんでした。この自治会には、８０代以上の高齢者が
多くなっていて、認知症の方々も存在しますが、実際に、その家族の方とお話を
した事がないので、どのような医療にかかっておられるのか知りません。
私も後期高齢者になりましたので、いつ認知症を発生するかもしれない不安はあります。
健康で医者いらずの状態ですので、このような機関を知るチャンスがありません。
図書館、公民館には行きますので、出来れば公的機関にチラシをおいていただけないで
しょうか。また、自治会にも依頼し、自治会員に配布していただければありがたいと
思います。

88
そのような施設があっても、認知症の疑いのある人をいかに行きやすくするかが課題だと
思う。

89 その存在を広く知らしめて欲しい。
90 それぞれの家庭、個人の事情などを汲んで対策を講じてほしい。
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91
だれでもが陥ることがらなので、あまり暗くならずに、ポジティブな広報のあり方を、真
剣かつ能動的に研究してほしい。
このことは、行政の本気度が問われる極めて難しい視点であると思う。

92 だれでも若い時から定量的に認知症の発症が計測できれば、予防が出来るのではないか

93

だれもが可能性があり、もしかして…と心配な病気です。自分では気づけないかも。家族
が見守りあわないと。
認知かもと、病院へ行くのはなかなか勇気がいる。電話相談がでるのは嬉しい。もっと広
めて欲しい。

94 どういう時にセンターを利用すれば良いか認知が必要
95 どこでどんなサービスを提供しているかがわかるようなガイドを作成して欲しい。
96 どこにあるか、医療機関名と場所を広く知らせてください。

97
どこにあるのかも知らなかった。なかなか認知症診断されるのは怖いという感覚があり、
なかなか足が向かないと思いまう。

98 とにかく、イメージが良く、分かりやすい名前にしてほしい。

99
とにかく、センターの事を広く知ってもらう事が第一で、後は気楽に相談しやすい体制づ
くりと対応をしっかりと欲しいと考えます。

100

どのような人が相談できて、どんな方々が相談に乗り、そこに行く事で何がメリットがあ
るのかいまいち分かりません。
また、突然訪問していいのか、予約が必要なのか、ネットで調べなきゃいけないのは面倒
なので、全部記載したものを各自宅に配って欲しいくらいです。

101

どの程度から認知症の治療が必要なのか、自分は違うと治療を受けない等、初期治療に関
してまだまだ周知が足りないと思っているので、広く呼び掛ける必要があると思います。
また認知症疾患医療センターと聞くと重症度が高い人しか受け入れないと思えるので、気
軽に受診できる窓口が必要だと思います。

102
どの程度相談に親身に相談にのってくれるのだろうか。相談した結果の具体的評価がどう
なっているのかを知りたい。

103 どんどん、PRをすべきと考えます。よろしくお願いします。

104

どんなに良い病院があっても遠方だとと高齢者や患者にとって通院が困難。理想は居住地
の市内に、ある程度専門知識や経験のある医師が居て、気軽に相談出来ると手遅れになら
ずに
助かる。

105
どんな施設なのか分かりませんが、認知症を患う方とご家族が何かの救いになるようなと
ころであると有難いと思います。気軽に相談できる、解決方法を教えてもらえるなど。

106
なかなか簡単に訪れることが出来ないと思うので、視察や見学をさせてほしい。事前に、
選択肢にあると、利用しやすいと思います。

107 なかなか認知度が少ないので、もっとSNSなど色々PRしてほしい

108

なってしまった人の支援も大切だが
認知症にならないための、要介護にならないための活動への支援を行ってほしい
医療や介護を使えば保険で対応しなければならない
それ以前の市民活動への少しの支援で有効な対策がとれる
業界へ資金を流すばかりしないで

109 なる前にお世話になりたく、どうなってきたら危ないかなどの情報を発信してほしい
110 なんでも相談し易い対応をお願いします。
111 ピーアールして、解りやすくすべきです。

112
ほとんど認知されてないのではありませんか？2～3年前に介護の相談でも窓口を探すのに
四苦八苦したのを思い出します。
県や市の広報誌に窓口の連絡先を毎回載せて欲しい。

113
まず、きちんとした対応のできる、精神神経科の医師の育成。
特に北埼地区にはカウンセリングのできる専門医がいないのである。
相談等も出来ない現状を見つめていただきたい。

114 まずは、どんな医療機関なのかを知りたい。

115
まずはかかりつけ医だが、そこから先になかなか進まない。気軽・ダイレクトに同医療セ
ンターにかかれることが必要と思います。
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　「認知症疾患医療センター」に対して期待することやご意見、ご要望などありましたら、自由
にお書きください。

116
まずはその存在と、やっていることの周知をお願いします。
現状では何も知らないので改善提案できません。

117
まずは多くの人に知ってもらう事が重要だと思う。これからますます必要とされる施設だ
と思うので、広く知られると共に、更なる充実を図って行く事もお願いしたい。

118 まず相談となるとネット対応してもらえると助かる

119

まず知りませんでした。各病院の待合室等にポスター貼って欲しいです。付き添いで行っ
ているときには本人がその場にいるので、医師に直接認知症の検査が出来る場所について
聞くこともままなりません。包括支援センターは待合室でポスターを見かけてその場で写
メを撮り、『しかるべき時には…』と思い備えたのがきっかけでした。介護関係の支援が
必要だとなったときにすぐそれが生きたので、主人からはとても感謝されました。
認知症に関することはとてもデリケートなので、本人に知られずにまずは連絡を取った
り、相談したりしたくなります。広く大勢の方に例えばネットでも詳細が分かるようにし
ていただきたいと思います。

120 まだ　考えてなかったのですが　これからは真剣に考えないといけないと思いました。

121

まだまだ認知度が低いと感じる。知名度向上を図る施策を行政だけで考え込む必要はない
のではないか。県民に広く意見を請う形であれば注目される。例えば、自虐的にはなる
が、新聞やSNSにて、「知名度が低いことに悩んでいます。皆さんのアイディアを教えて
ください」と掲載してみる。仮に行政としても悩んでいるのなら、悩んでいると県民に打
ち明けてもらえないと情報の非対称性がますます進んでしまう。
一緒に考えましょ。情報公開あっての皆で進める県政である。

122
まだ現実味がないのでよく分からないが、いざというとき、相談できる場所を知っておき
たい。

123
まだ知られていないように思いますので、先ずは認識されることを期待します。
まだ、どのように相談したたら良いかもわからないので、医療機関等で案内をお願いたい
です。

124
まだ認知度が低い印象を受けます。
広報活動だけでなく、認知症医療センターを増やして、対応してもいいと思います。

125 みんなに認知され一般的になるといいですね。
126 もう少し近くにあって欲しい。

127
もう亡くなりましたが、両親の祖母が揃って最後は認知症でしたので、遺伝的には心配で
す。こういう施設がもっと拡充すると良いと思います。

128
もっと「認知症疾患医療センター」の存在を地元密着で知らせる方法を検討して頂きたい
と思います。

129 もっともっとPRした方が良いと思いました。
130 もっともっと多くの人に知ってほしい

131
もっと医者と患者両方に周知していくよう広報した方がいい
知らないのは損だし余分に苦しむだけ

132 もっと家庭内で認知症を予防できる方法を知りたい
133 もっと広く知ってもらうために、いろいろのところにチラシを置いてもらいたい
134 もっと身近に多く置いてほしい。
135 もっと数を増やして場所もまんべんなく設置して欲しい。
136 もっと宣伝活動をしたほうがいい。
137 よくわかないのですが，やはり，ＰＲをしていただけるとよいかと思います。

138
よく防災行政無線で徘徊の情報を聞いて、大変だなあと思います。疾患医療に従事する皆
さんいつもお疲れ様です。

139 ラジオやテレビを有効に利用してほしい。
140 リーフレットを各家庭に配る

141
ワンストップとか専門センターとかって役所がよく作るけど役に立ったことがなくてあま
り期待できない

142

以前に２度ほど、認知症サポーター養成講座を受講しました。受講者が知りあいで、ご主
人が認知症か？何時も叱責を受けて困っていると相談していました。認知症の方は徘徊す
るイメージで、言葉の暴力をふるうイメージはありませんでしたが、色々なタイプの認知
症の方がいると知りました。認知症に対する知識やケアプランを広報する事は重要です。
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143
意思疎通ができない認知者の介護は家庭ではできない。これらの方が施設に入りやすい扱
いにする必要がある。介護基準は他の病気とは異なる基準を設ける必要がある。

144 遺伝でなりそうですが、対処法がわかりません。

145
医療センターがあっても、遠くて交通の便が悪いところでは行きたくてもいけない。
遠隔で同等のサービスが受けられようなシステムを作らないと孤立者が増えるのでは？

146 医療センターと介護施設が連携してトータルサポートの充実を期待します。

147
医療センターの広報活動が頻度高くあり、細部にわたっての、我々理解度を上げてほし
い。さらに、実生活での対応についての望ましい事例をくり返し広報ください。

148
医療センターの認知度が、低い。私の住んでいる34万人中核都市(越谷市)にもなく存在さ
え知らない。その分、保健センターなど
活用。広報、ポスター、医療機関との地域連携など更に必要。

149 医療の事例集があれば参考になると思います。

150
医療的な対応に加え、相談者の実情に合わせた生活支援策等、行政支援に係るトータル的
な相談が可能となる機能を有することが期待されます。

151

一人で生活する人が認知症になった場合、どうしていくのか？
家族で生活する人ばかりでは無い。
日々の生活でやっとの人はどうすればいいのか？
「助けを求められないのだからどうしようもない」ならば、そんなセンターには意味が無
いと思う。

152 運転免許停止させるとかの権力の増幅
153 遠からず身に迫ることゆえ、情報収集はしておきたい

154
何がどのようにできるのか、予め知っておきたいと思った。まずは市報などで情報発信し
てほしい。

155 何しろ相談しやすい雰囲気づくりを大事にしてほしいと思います。
156 何でもないと思っている人が受けるようにならないと普及しない。
157 何処にあって、何を業務としている組織なのかをもっとPRしていただくことを望みます。

158
家族が、いきなり「認知疾疾患医療センター」に行くのではなく、かかりつけ医が簡単に
紹介して貰えるネットワークの構築が必要だと思います。

159 家族が対応できない場合等、認知症の人を、受け入れ介護してもらいたい。

160
家族が同居しない人や家族のいない人は治療に結びつかない可能性がある。認知症だけで
なく、このような人たちをどう最後まで見守るのか緊急の課題だと思う。

161

家族に認知症のものがあるにもかかわらず「認知症疾患医療センター」について、存じ上
げませんでした。
今後ますます必要とされる機関だと思いますので、ぜひもっとアナウンスが必要だと思い
ます。

162 家族に負わせるのではなく行政で認知症の人をかかえていく制度を確立してほしい。
163 家族の対応支援　専門施設への入居紹介
164 家族会の案内など

165
家族及び親族に該当者がいないので、心配の度合いは低いです。しかし、社会全般では喫
緊の課題です。期待は大きいと考えますので、広く広報するよう望みます。

166
寡聞にして承知していませんでした。今後更に増加が懸念される認知症の患者に対し、発
症時期を少しでも遅らせたり、症状を少しでも軽くするためにできることを住民に周知さ
せるための施策を期待しています。

167

過去、身近に病院で認知症の診断を受けた人がいたことがあり、自分でいろいろ調べて対
応した。その時には認知症疾患医療センターはなかったと思う。インターネットや書籍で
は一般論しか書いていない。かかりつけ医など身近に相談できるところが必要。医療制度
や医療体制にも問題が多く、最善の治療を受ければ回復が見込めるにもかかわらず、制度
不足・体制不足により最善の医療を受けることができなかった。何とかしてほしい。

168 介護施設、ケアマネさんからも紹介して欲しい。

169
介護保険負担割合証などを個人宅に届ける封筒に、認知症疾患医療センターの案内を入れ
る。PRを強化する。
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170
皆が直面している。大学の無償化なんかよりよっぽど大切。大学は無償化にしなくてよい
し、行く能力があり差別化が必要。また、高校も無償化にしないで、少しは払うべき。ま
わりには、働くより保護を受けたほうがお金が入るっていうひとも居ますから。

171 各市町村でなんでも気軽に相談できる窓口を設置したらいいと思う。

172
各地にある身近なかかりつけ医でも地区のケアマネージャーや本医療センターと連携して
簡単な相談ができるようにすれば、早期の対策ができるのではとおもうしだいです。

173 活動内容や相談方法の広告

174

患者さんや家族の悩みや不安の解消に迅速に対応できるように、専門の人材を配置してい
ただきたいです。認知症は一人ひとり症状も進行の早さも違うと思うので、小さなことで
も相談できるよう敷居を低くして、何でも相談できる場所であってほしいです。期待して
います。

175 患者に対する診察時間が短い。家族からの声をもっと聞いてほしい。、

176
患者の増加に応じ、センター職員の数も増やす
経済的に苦しい庶民でもお世話になれる施設にして頂きたくお願いします。

177
患者本人への対処だけでなく、患者家族のフォローにも重点を置いていただきたい。
患者への日常の対応は、長くなればなるほど、家族には非常にきつくなってくる。

178 簡単に、健康診断のようにだれでも調べられたら良いと思います。
179 期待が持てる
180 気楽に検査できるようにしてほしいです。
181 気軽にいきたいと思います
182 気軽にご連絡出来ればありがたいです。
183 気軽に簡単に利用できるようにしてください。
184 気軽に相談できる、体制づくり。

185
気軽に相談できるシステムやつながりがあると良いと思う。実は重要かつ有用な情報が拾
い出せない状況にあると思われるので改善してほしいと思う。

186 気軽に相談できるようになれば、初期症状を見つけやすくなるのではと期待しています。
187 気軽に相談できる場所を数多く作って欲しい。

188
気軽に相談できる体制が必要であろう。チョット気になると言う段階でも相談できるこ
と。

189 気軽に利用できること。

190

義母が認知症に認定されているのに認知症疾患医療センターの情報を聴いた事がありませ
ん！何故なんでしょうか…｡それじゃ困るよ埼玉県!!!! ポスターでも作って駅や商業施設
に張り巡らせてミンナに周知したらいいですよ!! 何をする所？何が出来る所？予約は？
ホントに何も知りません。ケアマネさんは知ってるの？今度聞いてみます。

191
義母が認知症の治療を受けています。高齢者の認知症は誰でもなる可能性があると思いま
す。認知症の知識について、さらなる啓発が必要であると思います。

192
急に焦らないように、認知症のことをもっと広めて、他人でも気が付くような啓発ができ
るといいですね。

193
近くにあるかどうかさえも知らないので
定期的に公民館などで広く認知してもらう必要があると思います。

194
近くに該当施設がないのに納得がいきません。誰もがすぐに利用できるように整備してく
ださい。

195 近く診察を受けようと思います。

196

具体的な案件がないと気にしない機関であるが、具体的な案件が発生するとすぐに連絡が
必要な機関であると思う。
そのときに探す一般的な方法は、医者に聞くのとネットの評価なので、情報をアップして
おいてほしいと思います。

197
啓もう活動として、いろいろな場所にポスターなどを貼るなどして周知するとよいのでは
ないかと思う。

198 啓発活動が必要と思います。
199 経験豊富な方がきてくれたら助かります
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200
軽度であるかたをふくめますと、誰しもがその病気になることが想像できます。正しい知
識、できるだけ最良な治療を受けるため、高齢者に携わる事業所や、地域の様々な社会施
設などに、広報をお願いいたします。

201 軽度の認知症の人へのサポートを依頼できれば、利用が増えるのではないかと思います。

202
県ＨＰ、パンフレットでは、料金のことに触れていないが、電話相談等で無料のものがあ
れば、積極的に「無料」とＰＲしたらどうか。

203
県や市のツイートに市民フォロワーを増やす事重要だと思います。ツイートが少なく市民
フォロワーが増えない問題！ゆる～いツイート重要だと思います。警視庁、自衛隊、上手
に国民の心に入ってますね！適任者いるはずです。適当に割り振っても無理ですから！

204
県内に９つの認知症疾患医療センターが地元にあるなんて、知りませんでした。もっと人
目に触れるチラシ・広告などで認知させる必要があると思います。

205 県民が気軽に相談できるよう、職員を確保するなど
206 県民にもっと知ってもらう為の取り組み強化が必要かと思います。

207
元気なのに認知が入ってきた場合が、一番始末に悪いことと思います。仕事してると相談
とかもなかなかタイミングよく行けなかったり。こと細かに相談できるところがあると助
かりますね。

208
現在、連れ合いがいますが、一人になった場合は、認知症にかかったかどうか？理解出来
ないと思うので、どうなるのかな？　考えたことが無かったのでね。改めて、突きつけら
れたら、心配になりました。

209
現在の居住地の近くに認知症疾患医療センターの所在地を知らない。調べてセンターに
行って、パンフレットを頂いて、認知症に関心を持ちたい。

210

現在は、都内の大学病院で定期的に循環器関係の診察を受けているので、何か身体に変化
があればすぐに相談できるので、特に問題はないと思っている。
しかし、高齢のため、今後都内までの通院が困難になった時には、地元の医療機関にお世
話になると思いますので、認知症疾患医療センターその充実を期待しています。、

211
現在自分たちの周りには、そういう方がいないから、考えていない、今後の事もあるので
はないかと思うので医療センターの事も調べておきます。

212
現在認知症センター数か所あるようですが、高齢者が増すことにより将来は増やしてほし
いです。

213 現在認知症の疑いのある家族・親族がいないので意見や要望を考えたことがない。
214 現在脳梗塞の治療中で対応には満足しています。

215
現状どういうところか把握していませんが、認知症の発見から段階に応じたケアまで幅広
くサポートして欲しいと思います。

216 言いやすい名称があるといい。

217
個々人ごとに程度、感覚、受取りなどが異なる中、一律の回答・善後策しか聞けないので
はないかと危惧する。

218 後期高齢者には全員に毎年チラシを配布してほしい。
219 広く皆にその存在を知らせる
220 広く周知し、特に構えることなく訪問しやすくしてほしい。
221 広く認知され、身近で気軽な相談先となることを期待します。
222 広報に掲載して欲しい。

223

広報の方法について・・・広報紙ではなく、別冊で保存版のようにして配布した方が良い
と思う。
また、認知症で困っている方や家族が減少するように、予防についての取り組みを広げて
いただきたいと思う。

224 広報活動が不十分だと思う。
225 行政ではつたわっていると思っているが実態は伝わってない
226 高齢になってきたので常に最新の情報を取るようにしている。

227

高齢化・単身独居が増えて隠れた認知症（疑いのある方）の方が増えてくると思います。
義母が認知症と診断されましたが、正常な意識の時もありそうでないときと区別すること
がなかなか難しい。認知症の新しい知見や対応などを、認知症介助予備軍へも情報提供で
きるような取り組みを期待しています。
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228
高齢化が進み、認知症患者がどんどん増えていくと思うので、進行を防ぐためにも、どん
どん発信してもらいたいです。

229 高齢化が進みこれからどんどん増えていくと思うので、積極的にＰＲして欲しい。
230 高齢化に伴い益々認知症患者が多くなる一般医療機関で相談できる体制が必要。

231

高齢化に伴い認知症疾患への対応は社会的課題と思います。
医療センターに行って診断を受けても、手遅れ状態では完治するわけでもなさそうです。
各個人が意識する機会は、高齢者対象の自動車免許の更新の時が多いと思います。診断す
る機会をもっと多くすることで、極く初期の段階でセンターが対応するようになればと感
じます。

232
高齢化社会でとても他人事とは思えないが、その存在を全く知らなかった。専門機関とし
て予防まで推進するなら、心強いだけに、もっと身近になってほしい。

233 高齢化社会では切実な問題となっています。積極的な情報展開を望みます。

234

高齢化社会に入り認知症の患者は増える一方だと思います。対策としましては、認知症に
ならないようにすること、認知症の患者さんの認知機能の低下に歯止めをかけること等が
必要になると思います。
その為にも、高齢者は孤独感を感じやすいことから、幼稚園生や小・中学生とかとの交流
促進、ボッチャとかの体験の機会を作る活動等も有効ではないかと思います。
センターが、そういったことを積極的にサポートできる体制になり、またボランティアを
やってみたいという方たちの受け皿になっていただければと思います。

235
高齢社会にむけますます必要になるので、健保のパンフレットや、HPにものせるとよいで
すね

236 高齢者イベントへの参加、チラシ入れ

237
高齢者がますます増える中で、認知症も増加していくかと思う。認知症専門医療機関が県
内１０か所しかないのは少なくないのか？もう少し増やすべきと思う。また、認知症は誰
もにも起こりうる病気として、変な偏見を持たせないよう教育すべきだ。

238
高齢者が増える今日、認知症疾患患者は増加すると思います。認知症疾患の予防対策が大
切だと思います。公民館などて気楽に参加できる講座があるとよいと思います。自分も、
参加したいですm(__)m

239

高齢者に認知症の事を話すと「私は平気」と言います。
その場合どのように話を進めていけばよいか、そもそもどのような予防対策をすれば認知
症にならずに済むか等の話が国レベルで公表されておりませんので、一刻も早く公表して
いただきたいです。
現在認知症になってしまっている方への対策も非常に大切ですが、これから認知症になら
ない為にできることを、県としても公表していただければと思います。

240 高齢者の定期健康診断とリンクして検査し、早期発見・早期治療に繋げていただきたい。
241 高齢者への訪問

242
高齢者よりも、若年層のフォローを積極的に行うという行動目的であれば、知名度は増す
と思います

243 高齢者化社会の大問題です。本人と家族が生活しやすい社会に援助してください。

244

国・県・民間・組合なのか。いったいどこが運営しているのか不明瞭で不親切。県立ガン
センターなどわかりやすく、人口を意図的ともとれる無策な県人口縮減未来予想状況に最
優先施策らしい県民に親しみがわくニックネームで理解共有の輪をスクランブル緊急広報
すべき現状に対応期待する。（例認知医療県民センター）

245
国民健康保険等で毎年健康診断の際に、簡単な認知度検査を入れた方がいいと思う。
あくまでも希望制で。

246
今だに認知症について近隣では偏見のまなざしで見られることがあると思います。した
がってそのような周囲の目を気にすることがないような世間の認識を見直すような社会に
してゆくことが必要と感じます。

247
今のところ、身近に必要性を感じることがないので、具体的な提案まではできませんが、
情報告知という観点から考えると、上記の周知方法で幅広く行うことがいかがでしょうか
と思います。その時の問い合わせ先を明記することが肝要と考えます。
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248

今の時点では、認知症ではないという状況ですが、今後いつ何時認知症になるとも限りま
せん。特に、独居老人、もしくは、高齢者夫婦のみというように、自分たちだけでは対応
その他が出来にくい状況にある人々が認知症になった際のコミュニティとしての対応が大
切だと思います。ただでさえ近所づきあいが疎遠になってきている現代で、どのようにそ
の辺りを実践していくのかが課題かと思います。その意味で、認知症サポーターの制度は
有効だと思います。

249
今は、該当者がいないので、考えたこともなかったのですが、自分や配偶者が該当したと
きに、相談できるところとして、しっかりと知っておきたいし、家族にも周知しておきた
いと思います。

250
今はまだ考えたこともないですが、親も高齢になり、自身もいつなってもおかしくないと
は思います。実際に身近でなった人がいないので、想像もつきませんが、いざって時に専
門の医療センターなどが近くにあると安心はできると思います。

251
今は特に問題ないと思うが、「認知症疾患医療センター」を知らせるためには広報紙が一
番手っ取り早いと思う。その前に認知症かどうか自分が認識するための検査を手軽に受け
られるようになればいいし、受けてみたい。

252
今は両親が大丈夫なのでお世話になっていないが、いつかなる可能性があると思えば今の
うちに情報を集める必要はあると思います。ただどうしても今必要ないので、後回しにし
てしまうところはあります。ホームページで分かりやすく説明があると助かります。

253 今まで知らなかったので今後調べて相談してみようと思いました。

254
今まで知りませんでした。他人ごとではないのでもっと早く目にする環境が整っていてほ
しいと思いました。

255
今や認知症は、誰もが、かかっても不思議のない事です。でも、なかなか相談しにくい内
容でもあります。少しくらい変でも、本人も自覚したくは、ないようです。少しでも早期
発見するためにも、認知症を相談しやすいシステムにしてほしいと思います。

256
今回、始めて「認知症疾患医療センター」という制度を知りました。ただ対象の医療機関
が少ないように感じます。認知症の専門医ということで医師の数も少ないのだと思います
が、もっと身近にこのような医療機関があるといいと思います。

257

今回、初めて「認知症疾患医療センター」の存在を知った。もう直ぐお世話になる年ごろ
であるが、県内の老人人口比率から９か所で足りますか？私も含めて、予備軍となるとか
なりの数になると思う。センター９か所で、どこまで対応できるのか疑問に思う。若年性
の患者も含めて、もっとシステムを組んでやらないと、担当者には申し訳ないが、役人の
絵に描いた餅になりかねない。県民の立場に立てば、もっと早くに、システム的に取り組
むべきと考える。老齢社会にどう取り組むかが問われていると考える。

258
今回、初めて知りました。お世話になりたくはありませんが、万一の時のためには心強い
ことです。

259
今回そのようなセンターがあることをはじめて知りました。もう少し宣伝が必要かと思い
ます。

260
今回のアンケートでそのような施設があることを初めて知りました 万一両親が将来認知
症になってしまったときは、相談できる機関として覚えておきたいと思います

261 今回のアンケート対象の医療センターについては一切話題がありませんでした
262 今回初めて知りました。もっと身近にあったらいいのに！！と、思いました。

263
今回初めて知りました。広報誌・医療機関など目に付くところでの周知をお願いしたいで
す。　もしもの時は利用したいと思います。

264

今回知ることができてよかったと思っています。いつ何時身の周りに起こるかもしれない
ことなので、日頃より関心をもって知ること、学ぶことが大切だと感じています。このよ
うな機関が全国で増えると心強いし本人も家族も人生設計を立てやすくなるのではと思い
ます。

265
今後、お世話になる可能性が高いので見学ツアーみたいなイベントがあれば参加してみた
いです。

266 今後お世話になるかもしれないので詳しく知りたい

267
今後はますます認知症患者が増えていくことと思います。情報を知らない方が多いので、
医療機関の窓口等で周知していければいいと思います。高齢者はスマホなどの情報より医
療機関関係者の言葉のほうがとっつきやすいです。
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268 今後も、このような広報活動をしっかり、やってほしい。

269
今後自分たちに起こりうる可能性がある病気だと思うので、もっと情報発信してほしいで
す。

270 今後自分も含めて相談するかも　と思いました。

271
今年2月認知症の母が他界しました。ここ数年母の認知症がひどくケアマネージャー等か
ら、認知症病院の受診を進められましたがなかなか受診できずにいました。
しっかりと相談できるセンターがあればもっと早く受診できたかなと思います。

272
今年で77才になりますが、認知症疾患医療センターについて知りませんでした。
昨年、高齢者の自動車免許の更新試験を受けましたが、92点でした。
2年後にも免許更新時の試験を受けて、認知症の検査の代行としたいと思っています。

273
最初のドアを、どのようにノックできるか・・・・・・
医療機関へは全て第一歩がなかなか踏み出せずに困っています。

274
妻が認知症の診断を受けて（埼玉医科大・川越）から、既に7年になります。
認知症疾患医療センターは介護がはじまってから知ったのです。ケアマネなどにお世話に
なりながらの介護の日々をおくっています。

275 妻の認知症の度合いまたは発達障害などの検査を行ないたい
276 埼玉県内にもっともっと増えるといい

277
残念ながら施設の事を知りませんでした。
相談や初期対応などを相談出来るのはとても心強いと思うので、もっと周知されて認知症
に悩む方に利用されればいいと思います。

278 使い易いことのアピール

279
子供と同じで地域で見守らなければならないと思います。
町内会や市単位での市民との連携が大事なのではないでしょうか。
平たく言えば、高齢者のためのまちづくりを行なっていかなくてはいけないということ。

280 市民講座を実施して頂きたい。

281

施設の存在を知らなかったので、是非周知に力を入れて欲しいです。ただし、インター
ネットを介した紹介は高齢者には十分行き渡りません。また高齢の両親にとってはネット
はあまり信頼に足る媒体とは感じられないようです。ぜひ、従来の紙面方式、新聞などの
媒体を活用いただけると嬉しいです。

282
私の同世代の親達が認知症の疑いがあるかもしれないと話が出ます。
「認知症疾患医療センター」の事は知らなかったので、認知症の話が出たときに話題にし
たいと思います。

283
私は「民生委員児童委員」や「社会福祉協議会」の役員をしておりましたが、認知症疾患
医療センターの話は聞いた事がありませんでした、質問10にあるようにもっとPRが必要で
す。

284

私はあなたは認知症だと言われたくはないと思っています。
そうすれば認知症医療センターの名前も聞きたくないと思います。こういう状態ではとて
も受け付けないでしょう。
理解が出来ている間にあなたはこういうことに気を付けて生活してください等気軽に対応
できる組織が必要ではと思います

285
私はどのような施設か知らなかったが、まずはどのようなところなのか周知することが必
要と思う

286

私は認知症サポーターの登録をしています。
認知症で一番大切なことは、「疾患したらどうするか」ではなく『認知症にならないため
にはどうするか』に尽きます。
センターの概要をみても、予防についての対策があまりにも脆弱です。以前、国の窓口に
問い合わせをしたことがあります。Q:予防対策は？　A：そこまで手が回りません、との
事。県も市も国の状況に則した取り組みしかしていません。予防対策を充実することによ
り、患者・親族の精神的、経済的にどれだけ負担軽減になるのか。又行政としてその手間
のUPと、医療費削減との天秤したらどうなるか、「調査」すべきです。
一方、政策としてコストがかかっても予防することによる「国民の幸せ」の充足するとの
決断も大切と思います。調査すれば、経済効果は多大であると思慮いたします。
国に先んじて、全県的に「予防」を行うべきと提言します。
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287
私も含め「認知症疾患医療センター」を知らない県民は少なくないと思います。しかし、
将来はお世話になる人は増えると思いますのでPR活動は必要だと思います。

288

私も認識が全くありません。認知症疾患医療センターとして施設があるんでしょうか。
場所はどこですか？埼玉県に何か所あるの？
また、役割は何ですか。何をしてくれる所、診断、回復するための支援？
こういった方が多いと思います。
箱ものを作ったんでしょうか、体制も整えたんでしょうか？整備する前に市からの発信や
情報収集をされると良いと思います。

289 事前に予備軍？を見つける方法があるなら、知りたいです。
290 治してほしい

291
自治会単位に一カ所ずつあれば安心です。若いからといって認知症にならない訳ではない
ので、普通に内科の先生でも認知症判断を素早くしてくれるように、もっと身近な病気で
あると認知されることを願います。

292 自治体としての取り組み強化を期待します。

293
自身の親含め、差し迫った事情を持つ年配の方々に1番わかりやすい媒体はテレビだと思
う。ネットでは知る由もない。マスコミでの広報を考えるならば、皆に広く知られるよ
う、もっと検討する必要があるのではないだろうか。

294
自宅の近くに対象病院があると良い
話をきちんと聞いてくれる医師が必要

295
自宅や日常で簡単にできる診断チェックや予防チェックリストをつくり
どんどんPRして欲しいです。

296
自宅周辺の家庭から認知症患者が出た場合見守りが必要と思われるが個人情報の問題と家
族が秘密にしたいとの気持ちから軽度の場合分かりずらい。ある程度周辺の人たちには知
らせる仕組みが必要と思われる。

297
自分が認知症にならないとの保証はない。因って、認知症になった場合に、フランクに相
談できる機関の充実化を期待したい。

298
自分が認知症の検査を受けたのは医療機関でした。それ以外に方法があるとは知りません
でした。センターのさらなるピーアールを希望いたします。

299
自分でも昨夜食べたものは？と、思い出そうとしたときに、全部は思い出せないので、一
度調べた方がいいのか？と、思う事があります。
認知症疾医療センターが、近くにあるのなら行ってみたい。自分の立ち位置を知りたい。

300
自分の不勉強もあるが、全く認知症・・センターを全く知らなかったので、いっそうPRに
努めてほしい。実務経験深い人を配置するとともに、境界領域をよくカバーしてほしいと
思います。

301
自分もいつかと思うとひとごとではないので、医療センターが多くできる事を期待しま
す。

302 自分もそういう、所で働いてみたい
303 自分も近い将来なる可能性があるので、今後勉強したい

304

自分や親の年齢的に今後お世話になるときが来るかもしれないので、今この機会に知れて
良かったです。
私のようにその存在を知らない方もまだ多いと思いますので、早く広く認知されるように
ならないと勿体ないですね。

305
自分自身も　近いうちにお世話になるかもしれない。気軽に相談できるようにして欲し
い。

306
自由に、相談できる環境にしてほしい。
あまり、公にしたくない患者もいる。
また、親切な対応を望みます。

307
質問11に関して:
情報を取得するのに受け身な高齢者もまだ多いので、広報誌やチラシもまだ有効だと思い
ますが、逆のパターン(情報を自分から取りに行く人)にはSNSが有効だと思います。

308 実情を知りませんので、失礼かもしれませんが、「やさしい応対」をお願いします。
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309
実両親の将来の不安のために相談できるところがたくさんあると嬉しい。県内に住んでな
くても相談できるのかが不明。今度の社会には必要な施設と思うので、もっと周知してほ
しい。

310

車の免許取得時に認知度テストを適齢者に対して行うが、センターでも県内での公共施設
に簡単な認知度確認のテスト用紙を設置して判定希望者からの用紙回収に対して返事を出
すような活動ができるといいと思う。公的機関や認知と関係ある施設や人（認知判定でき
る人）と協力してこれからの老齢化社会での相談や鑑別診断を行ってほしい。

311 若年の認知症について相談、診断の啓発をして欲しい

312
若年性・・・とかもありうる病気？なので早急に身近にセンターの拡充を検討していただ
きたいです

313 守秘義務の徹底化。
314 手近にセンターが無いのが一番問題です。
315 受付時間を12時間体制にしてほしい
316 周りの家族はサポートをしてほしい

317
周囲に該当者もおらず今まで認知症について考えた事もなかったが車を運転するので60歳
になったら少し考えてみようと思います。

318
周知しにくい名称と感じるので、個性的とまではいかなくても区別しやすい愛称をつけて
は？
第一印象は、包括センターや保健センターと同じ？何か違うのか？と思いました。

319
周辺症状等の急激な悪化により家族が追い詰められ、緊急入院を希望しても、受け入れて
いただけないことが多い。在宅で介護を行う家族にとって、「ここだったら何とかしてく
れる」という心の拠り所となる機関であってほしい、と願います。

320 重要な施設と思います。
321 春日部市の近くに　欲しいです
322 初めて知ったことなので、これから情報を収集したい。
323 初めて知ったことなので、まずは調べてみます。

324
初めて知りました。後見人申立で医師の診断書で４月より認知症が重要視されてきまし
た。書き方により鑑定が必要になり鑑定となった場合医師を見つけるのが大変です
この医療センタ－で鑑定を引き受けてくれることが出来れば助かります。

325
将来を考えると心配になる。道を歩いていてもこの人大丈夫かと思われる人が多い。迷子
放送もよく聞くし。。規模質ともに全国一になってほしい

326
小学校や中学校へのアウトリーチ
地域全体での見守りの芽（目）を育てるのはいかがでしょうか。

327

少し敷居が高いように感じられる。どこの内科医に相談先を紹介したパンフレット類をお
いてもらいたい
高齢化社会になり孤独な人が多くなり施設に入れないか、または資産に余裕のない人や自
宅から離れるのをこのまない人が普通となってくる時代になりました。近所の見守りも必
用でしょう。

328
心療内科を受診するのと同じで、認知症かどうかの診断をしてもらったりするのも自尊心
が傷つく場合があるので、センシティブな部分の機密はきちんと守られるようにしてあげ
てほしい

329 新聞等（埼玉版）に情報を時々、発信して頂きますと宜しいのではないでしょうか。
330 申込時に診断日がすぐ予定できることと申込から１週間以内に診断してもらえること。

331
親の通院している病院が、指定されているようだが、どこからもその情報は提供されな
かった。

332 親身な相談態勢を望みます、
333 親身になって対応してもらえること
334 親身に相談できる人材を配置して欲しいです。
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335

親族、母に認知症と思われる症状があった
特に母は、症状があったものの病院で診断を受けることを拒否し、診断を受けることなく
対応をせざるを得なかった、そのため熱中症から転倒、入院、認知症の悪化と進んでし
まった
私の居住する自治体では、老人に対する相談や対応はなおざりで相談することもなく大変
な状況が続き介護疲れで大変だったが、サポートを得ることがなく、自らもうつ状態で大
変だった
そんな時に対応してもらえていたらと思うと残念だ

336 診断ができる事や身近な人で症状が出た時に、どのようなケアをすれば良いのかの相談。

337
身近で認知症にかかる人がいないと中々意識しないので、もしなった場合はまずホーム
ページなど自分で調べるようにします。なので、市や県のホームページに上記の施設に関
する紹介を載せることは効果的ではあると思いました。

338 身近なかかりつけ病院と連携をしてほしい
339 身近なセンターとして様々な情報等の提供、発信を期待します。
340 身近にいない方にも周知するためには、一般の公共施設での宣伝も有効だと思います。

341
身近に寄り添って、すぐに相談に行ける医療機関であってほしい。相談窓口を充実させて
ほしい。

342 身近に相談できるところを広報などで知らせてほしい。

343
身近に相談できる場の提供を希望します。
認知症持ちの人に対する保佐人、後見人制度の関係についても知りたい。

344

身近に認知症の方がおられないし、まだ自分も大丈夫だと思うのでそれはど深く関心を
持っていないのが実情です。年取ればいずれは認知症になるでしょうがそれまではできる
だけ事象に関心をもつように心がけたいと思います。60万人都市の川口市に上記のような
医療センターが欲しいと思います。

345

身内でなくても、誰かが怪しいと思ったら通報する義務があって、通報されたら強制的に
その認知症疾患医療センターに連行されて、診断を受けなくてはいけない決まりになった
ほうがいい（認知症の場合は通達では忘れてしまう）。身寄りがない人もいるし、家族と
は離れて暮らす人も多く、認知症の初期症状の人は家族には隠そうとすると聞いたことが
あるので。

346
身内ではいませんが、介護している知り合いはいます。
心配なので、知識は欲しいと思ってます。

347
身内に認知症の人がいたときに周りの人がどのような対応をすればいいか困っていたの
で、認知症専門医療機関があることは患者さんにも介護する人にもかなり心強いと思いま
す。

348 人にやさしい人でいたい。

349
人口が多い地域は、一か所でなく、複数施設を開設してほしい。
費用や、診断の質・スピード、個人情報保護など、他の施設に行くよりも明確なメリット
を周知してほしい。

350 推進していただきたい

351
数が少ない。少なくとも各市町村に１つ設置して、存在を周知し、かつ、利用しやすい仕
組みを作ってほしい。

352

正しい知識と認知症の患者への接し方の教育。人権に対するただしい理解の推進
　ただしい予防についての知識の普及。　
ＴＶでやたらと健康扱いの番組が多い。安易な知識は害がある。地域として根付いた活動
をしてください。

353

正直言って医療センターに付いて無認知でした。
医療センターのＰＲをもっともっとして欲しいと思います。自分は毎月かかり付け病院に
かかっておりますが、自分の意見は、各病院や医院が？と思うとき医療センターに紹介状
を出して頂くようにすれば良いのではないかと思います。
自分も自分だけは大丈夫だと思い、中々理解が難しいかもしれません。そんな時、医師か
ら検査を進められると、早期治療＆対策ができるのでは　

354 先ずは私自身当センターについて活動内容を勉強しなくてはなりません。
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355 宣伝が足りないと思う

356
専門の相談先があるというのは心強いものです。いざという時、予約が混みあい過ぎず、
スムーズに受診・相談できると助かると感じました。

357
全く存在を知りませんでした
相談窓口などに気軽に伺えるような情報が身近にあるといいと思います

358 全く知らなかったので、もっとたくさん告知した方がいいと思います。

359

全く知りませんでした。
市町村の広報誌が一番読まれていると思われるので、市町村にお願いしてタイミングよく
ＰＲして貰うことが大切だと思う。
県民便りは見ない人が多く、ホームページを開くのは限られた人だと思う。
県民に知って貰う必要のある事項は、市町村の広報誌が一番効果的です。よく市町村にお
願いしてもらいたい。

360 全てに期待します。

361
祖母を在宅介護したが、とても辛かった。相談窓口、家事代行など支えのあることで介護
する側はだいぶ救われると思う。一方介護士の教育指導はしっかりしてほしい。

362 早く治療方法が見つかって欲しい。
363 早期に認知症の予兆を知り、重症化を予防する方法について教えてください
364 早期の適切な対応を期待します

365
相談しやすい環境づくりをお願いします。全く知識のない中相談に行くことになると思う
ので、行けば相談に乗ってもらえるような雰囲気づくりを期待いたします。

366 相談しやすい窓口であってほしい。

367
相談できることを広く認知させることが必要かと、「存在」を知りませんでしたので、質
問のある方は心強いかと思います。

368 相談窓口とカウンセリングなどの実施をお願いしたい。

369
相談電話はフリーダイヤルにしてほしい。
細かい症状を話すには時間がかかるので料金の負担をなくし気軽に相談できる体制にして
ほしい。

370
窓口でどんな対応されるのか分からず怖い。利用者の声を県報にコーナーを設けて頻繁に
届けて欲しい。

371 速やかな診断を望みます
372 存在のPR
373 存在を知らなかったので、今後、広く情報提供をして、知らせる事をしてほしい。
374 存在を知り、安心です。

375

存在自体を初めて知ったのですが、健康診断などのメニューに入っているのでしょうか。
症状を自覚（もしくは周りからの指摘）してから受診する機関なのでしょうか。
気軽に話をきける場所であれば大変興味がありますし、それなりに進行した病状の方が対
象なのであればやはりかかりつけ医からの紹介があってからの話になるかと思います。
年齢が進むとどうしても持病が増えるのであちこち病院に通うのも負担になりますので興
味がありつつとりあえずかかりつけ医で…となってしまう気もします。

376 多分これから増えていくと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいです
377 体験したことが無いので、分からない

378
対応力と情報等の啓発、地域との連携による見守りの組織とともに生きがいのある対処、
個人を生かす方向でお願いしたい

379 待ち時間が少なく、気軽に受診できる施設を期待します。
380 待ち時間もなく気軽に相談できる雰囲気を作ってほしい

381
大きな病院で頭の他全体の検査ができてすべて一カ所での治療や相談ができると助かりま
す！内科や脳外科が一体で協力し進めてほしいです

382
大事な取り組みだと思います。
多くの県民への周知をお願いいたします。

383 大事な取り組みと思います。
384 大切な組織だと思います。
385 誰しもが必要な情報だと思いました。
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386
誰だってかかる可能性があると思うので、チラシだけじゃ足りないのでは。目立つ場所に
ポスターも必要かと思う。

387 誰でも気楽に相談できるセンターであってほしい！
388 誰でも気軽に利用できるように願う。

389

誰でも利用できる施設だという認識がないと、高額な料金がかかるのかなとか、紹介がな
いといけないのか、などと考えてしまいます。普段から、こういうところに相談できると
いうことを、地区の回覧板にも載せたり、駅や病院の待合室にポスターを貼ったり、利用
者の声を県のＨＰに載せたりなど、もっと身近に感じられるようにしてほしいです。免許
の更新時に高齢者にはお知らせを配布するのもいいと思います。今は関係ないと思ってい
ても、いつか役立つかも、と知識として持っておくようにしたいです。

390 誰もが気軽に多くの時間を費やさずに診察を受けられる機関にしてほしい。

391
誰もが身近な問題として感じている病気なので、専門の医療センターがあるということは
将来に備えて皆知っておきたいことの１つだと思います。自分もこのアンケートで初めて
知ったことだったので、もっと皆さんに広がるといいなと思う情報だと思います。

392
単なる忘れか認知症なのかの判断、とりわけ一時的な状況と思えることなど、私自身の物
忘れも含め、「齢です」で割り切れない事が多くなりました。人との会話を絶やさないよ
うに努めています。

393
知らない機関だったので 病院や 市役所、郵便局など 認知度を広げるための活動をお願
いします。

394 知らなかった。治せないので、予防方法も頻繁に広めて欲しいです。

395
知らなかったです。
もっと、お知らせしてほしいです。

396 知らなかったので役に立った

397
知りませんでした、このような専門病院があるとは、あとは地域ボランティアさんの打合
せ会などで広報したらいいと思います。

398 知りませんでした。広報活動をお願いいたします。

399
知識不足で思いつきません。家族が疲弊しきる前にどのような手段があるのかわかりやす
く伝わる仕組みがあればよいと思います。

400
知人に認知症の前段階らしき人がいる。
変な言い掛かりを受けても、相談することもできない。泣き寝入りするしかない。ことも
ある。話し合いは困難なことも体験している。窓口はあるのか。

401 知名度を上げていただきたい

402
知名度を上げてください。
もっと周知が必要と考えます。

403 地域の皆さんに「認知症疾患医療センター」の存在を知ってもらう。
404 地域の保険所に専門医を適時に派遣して相談を受け付ける方法を考えてほしい。

405
地域包括支援センター主催の「サポーター養成講座」を受講したことはあるが、「認知症
疾患医療センター」も、もっと前面にでて啓発活動を行っていく必要があるのではないか
と思う。

406
地区の民生委員さんから知らせてもらえれば助かります。民生委員は個人情報を持ってい
ると思いますので。

407

痴呆症の人が年々増加しているので、「認知症疾患医療センター」の活用等について、身
近な県や市町村の広報紙に診断や相談等の情報提供を積極的に実施されたい。
併せて認知症サポーターの方々へ「認知症疾患医療センター」の活用方法を情報として活
かして戴きたい。

408
中々受診しにくい科になるかと思います。
周りの人が早く気づいてあげて受診を勧められるといいのですが。定期的に地域を循環す
るようなシステムがあると、わざわざ出向かなくても気軽に受けられるように思います！

409 町役場で聞けばすぐ分かるようにしてほしい。
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410

通院する際に、症状以外にも生活のサポートなどを相談出来るといいと思います。
介護保険の申請の相談なども。

母が認知症ですが、行動がおかしいと思ってから、通院させるまでが苦労しました。
今は内科の病気で市立病院に入院していますが、認知症も進んでしまっているように感じ
ます。
内科の治療と認知症の治療も合わせて診てもらえる施設を希望します。
あと、週末でも、同じ場所で退院後の生活を相談出来るとありがたいです。
期待してます。

411
適切な診断を行っていただき、少しでも認知症が無くなるよう、軽くなるよう期待しま
す。

412 兎に角不安だらけ

413
土日祝日も稼働してほしい。今は両両親ともに元気だが、将来のことを考えると、支える
家族のライフスタイルを考慮してサポートしてほしい。相談の時点でみんなの休みを揃え
るのは大変。

414

当センターの件はこのアンケートで初めて知りました。私の場合、家内共々両親は既に他
界して、身近に認知症の関りが比較的薄く、関心が低かった。しかしながら、日本の高齢
化は世界でもまれな早い速度で進行し、これに伴い、認知症の認識が比較的低いようにも
思われる。よって、認知症の症状の具体的事例や、その判断基準、また、治療入院等の判
断基準等も具体化して、初期から治療までの総合的、かつ、体系的なパンフなどを見直
し、作成して、関係機関と連携した周知、徹底を図るべきと思う。

415

当医療センターの役割を見ると、既に認知症になってしまったがどうしたらいいかわから
ない人のためだけの施設の様にしか見えない。大きな役割として認知症にならないための
方策や予防法などの活動を主目的に担当する専門部署があっても良いのではないか？この
専従チームが各地域の老人会やお茶のみサロンなどに出向いて教育指導を行うことでより
認知症の発症を遅らせることが可能になるのではないか!!

416
当該センターが医療機関での位置づけが知りたい。かかりつけ医院から地域包括支援セン
ターを経て本格的に対応するとか、あるいは、認知症かなと思ったときにいきなり当該セ
ンターに行くのか、ステータスが知りたいです。

417 特に、入院が必要な場合の期間を三ヶ月以内にするのではなく長期も視野に入れて欲しい
418 特別なところではなく、身近なところに

419
特別なものではなく、気軽に相談ができるのだというイメージを広く持ってもらうことが
大切だと考えます。
普及、広報の工夫をより進めていくことが肝要ではないでしょうか。

420 難しい言葉ばかりを作って周知しても、高齢者には理解しにくいと思います。

421
妊婦さんマークみたいに認知症患者さんマークがあれば「変な人」と見られることもな
く、さらに対応策がわかれば、遠巻きに立ち去ることもないのかなと期待します。ただ悪
用されると　怖いのですね…マークは無理ですね

422
認知　　痴呆は本人はじかくしていない
周りがきづかないといけない
免許更新ではないが、定期的に痴呆検査をするべき

423
認知を増大、利用の促進のためにあらゆる努力をしているんでしょうか？
全く伝わってこないですね。

424
認知症かもと思ったとき、気軽に相談や受診できる医療機関ができたことは心強く思いま
す。そして認知症について、新しい情報を発信していただけると嬉しいです。

425
認知症がわからない家族がたくさんいるので、どう接したら良いかや家族を助けてくれる
場所も、つくってほしい。

426 認知症が治療対象の病気であることの啓発。
427 認知症か心配な時に気軽に相談に乗ってくれるよう期待します。
428 認知症そのものを広く知らしめることも必要。

429
認知症チェックシートのようなもので、自宅で検査できたり、公民館のサークルなどで、
仲間同士で定期的に気軽にチェック出来たらどうかな、と思います。

430 認知症で悩む本人や家族の支えになって欲しい
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431
認知症ということを広く理解してもらえるような広報と、どのような形で社会と触れ合う
かなどを工夫すること。

432
認知症と判断されても、自分も含めて受け入れ難いと思います。それは判断された後の処
置に、不安と恐怖感があるからではと考えます。それを回避するために、事前の十分な説
明を対象者以外にも、広く一般的にする事が必要だと思います。

433
認知症になったらお付き合いするだけではなく、プラスの前向きな希望のもてる医療セン
ターのイメージをつくって欲しい。

434
認知症になったら家族が大変というけど、どんなか全く想像ができないので、そういう時
にアドバイスしてくださる方がいるセンターというのはありがたいです。

435 認知症になった場合の改善のプログラムを組んでもらえること。
436 認知症になった人の家族へのケアの充実
437 認知症になった人への対応方法など、周知してほしい

438
認知症になり難い為にはどうしたら良いか、情報があったら教えて欲しいです。
軽度の認知症者が普段の生活に便利なグッズ等あったら教えて欲しい。

439
認知症になる前の初期症状のうちに治療を受ける人が増えるように広く認知度を上げられ
ればいいかなと思います。

440 認知症になる前の段階で予防出来るようなことが広く知れるようにしてほしいです。
441 認知症になる前の予防方法などの事前対策、事前集会をもっと行ってほしい。
442 認知症に関してノンストップで相談、治療、できること。

443
認知症に関しては関心がありましたが、埼玉県に疾患医療センターなるものがあるとは、
不覚にも知りませんでした。広報誌に特集を載せたりして認知度を高めれば、利用者が増
えると思われます。

444 認知症に関する知識、高まっていると思う。認知症カフェ等見かけるようになった。
445 認知症に限らず年を重ねてもボケないようにしてほしい。

446
認知症に成る前に自分が認知症に成った時の事を決めておきたい。
自分の治療法など遺言みたいな物。

447
認知症に対して　もう少し　身近に感じられるように　説明やチェック項目があれば　広
報誌等に掲載して欲しい

448 認知症に対する情報が、いい加減過ぎると思う。

449
認知症に対する理解を既存の患者だけではなく、より多くの人(認知症と関わりのない若
い世代など)に知ってもらうこと

450 認知症の可能性の有無の相談、

451
認知症の疑いがなければ、検査なんか行かないし、行くとしても、かかりつけの病院くら
いかな、このアンケートがなければ、知らなかったです。高齢社会になって来てるので、
もっと知らせないと。

452
認知症の疑いのある家族等に「認知症かもしれないから受診しよう」と切り出しづらい。
まず本人を伴わずに家族のみで相談に行ってもよいものか。どうやって本人を受診させた
らよいか。

453 認知症の検査を簡単に受けられるようにしてほしい。
454 認知症の治療要領、予防等の普及活動
455 認知症の初期症状と認知症患者とのかかわり方について
456 認知症の詳しい説明と詳しいサポートを宣伝する必要がある。

457
認知症の診断のために病院やクリニックに連れて行くのは本人も付き添いも抵抗があるの
で、人間ドッグの診断の一環として、受けるようにするのはいかがでしょうか。

458
認知症の人を知っていても、いざ自分の身の回りでその必要性が生じない限り、相談窓口
や相談内容について考えないものだ、と感じた。高齢化と共に、ますます増えていきそう
で、医療センターの存在は大きいと感じる。目につくような施策を期待します。

459 認知症の人間に対しての接し方が難しいので、家族の接し方の指導が欲しい。

460
認知症の相談が出来る「窓口」、「機関」を出来るだけ増やしていただけるといいと思わ
れます。

461 認知症の認定が有る無しで医療費がどのように変わって来ますか

462
認知症の母を７年くらい介護しました。亡くなって７年になりますが　そんなところがあ
るとは全く知りませんでした。もっと　幅広くPRしてください。
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463

認知症の方が自分の親戚や親に起こってある日突然ふりかかってきて初めて必要に迫られ
る事態になることが多い。地域包括支援センターがあることを知っていても役所とは別の
団体なのでその実態もよくわからないし、費用もわからない。
認知症の診断をつけてもらわなければその対策も、介護認定も困難な気がする。もっと身
近にいろいろな情報や手助けのできるような仕組みが必要。
世帯主が一人である人の場合は届出や手続きも代理人を立てないと子供ですら簡単に届出
や申請ができないことがおかしいと思う。

464
認知症の方や家族は、相談者があまり多くないと思うので、相談機関や認知症カフェの情
報など、色々情報発信して欲しいです。

465
認知症の予防や啓発活動を人が集まる所で頻繁に行ってほしい。
なってしまった場合の改善策や完治への研究を進めて、治る病気にしてほしい

466 認知症の予防法などの紹介をして認知症にかかる前から行きやすい方がいいと思う

467
認知症はいきなり症状が出ず、徐々に変化するので 本人も周りも気づきにくく、また そ
んなはずはないと疑いたくないかも知れない。だから、診断する機会を作ることが先決か
な。

468

認知症は一般病院では対応に大きな違いがあり、先生によっては相談にならないことがあ
る。センターが大切だが、精神科の病院にあるため敷居が高い。
仕事をしながら相談が必要なため、休日に相談できると良い。
担当が行政区で決められているが、必ずしも交通機関による移動経路と合っていない。生
活実態と合わせるべきではないか。

469 認知症は治療できるかもっと詳しくお知らせください。

470
認知症は治療できるものではないので、治療よりも世話をする体制を拡充すべき。治らな
いのに受け入れ先がなく、ケアする現役世代の家族が疲弊していくようでは、国も自治体
も行く末が危ない。

471
認知症は自分自身は分からないことが多いと思います。認知症は配偶者を含め家族に多大
な負担を強います。高齢者の健康診断の一つに認知症予防検査及び話も必要と思います。
この考えは少し行き過ぎとは思いますが。

472
認知症は身近な病気の一つであるという認識が日本人にないように見られがちです。
認知症についての理解が深まるような学習を執り行う必要があるでしょうし、医療セン
ターとしては周知する役目を強く抱いて遂行するべきでしょう。

473
認知症は早く調べて対処すれば、進行を抑えることができます。
「認知症疾患医療センター」は知りませんでしたが、広く知ってもらうためにも、頑張っ
てください。

474

認知症は誰にでも起こりうる病気ですから、身近に症状が現れた人とは関係なくオレンジ
カフェなどで認知症の方々と触れ合う機会や勉強する機会を持てるようにすることが大切
だと思います。石川県金沢市にシェア金沢という福祉施設がありますが、認知症などの病
気の方や障害を持っている方との共生社会をテーマにまちづくりをされています。全国か
らの視察も多くいらしてますし埼玉県も是非見習ってせっかくの良き施設を埋もれさせな
いよう努力なさって下さい。

475
認知症は発症していませんが、高齢者と同居しております。高齢者との生活は、通院など
を考えるとなかなか自分達の生活を崩せないので現状でも難しく思うので、認知症になっ
てからはますます大変なので相談したり、助けて貰える制度があると助かります。

476
認知症は本人は気が付いていなくて、日常生活で、もしかしてと思うことはある。
入口に差し掛かったのかなあと、なるべく、溝に落ちないように注意したい。

477
認知症は鬱病と同じくらいネガティブなイメージがあり、なかなか相談する敷居が高いと
思うので、まずそこが問題と思います。

478

認知症を疑う基準がわかりやすい資料があると良いです。インターネットで様々なことが
調べられますが、どのサイトが信頼できるか判断できません。
また、認知症の方と生活を共にする場合の注意点や心がけなども合わせて教えていただけ
ると助かります。

479 認知症を持つご家族が地域で孤立しないように積極的なサポートをお願いいたします。

480
認知症を知られることに抵抗がある人が多いと思う。そういう人でも気軽に受診や相談で
きるような体勢にしてもらいたい。また、認知症予防の中心となってもらいたい。
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481
認知症医療センターのＰＲをもっと積極的に行ってもらい気軽に利用できることが望まし
いと思います。

482

認知症患者が増える予測が出ていますので、治療法の確立が望まれますが、同時に予防法
も早く確立できるといいのですが。ともあれ、現状では、なってしまったらどうすればよ
いのかわからないので、このような施設があると心強いです。でも、私は知らなかったの
は、広報不足でしょうか？もっとＰＲして、全県民に周知できるとよいですね。

483
認知症患者だけではなく、その家族への精神的支援も兼ねてケアできる様になれば良いと
思う

484

認知症患者の介護をしている家族が一番ストレスを抱えています。認知症患者のサポート
も大事ですが、介護をしている家族のサポートが最も大切だと考えます。私の場合は主治
医の先生が何かとアドバイスをしてくれたのですくわれましたが、ケアマネージャーに相
談してもありきたりの答えで、親身になって相談にのってくれませんでした。もう少し早
く認知症疾患医療センターのことを知っていればと思いました。

485 認知症患者を精神異常と判断されず、一般的に高齢者の病気の一つと思ってほしい。

486
認知症患者を抱える家族に対しての対処方法のレクチャーや、
家庭での見守りや看護が難しくなった場合の施設への入所案内や相談、情報提供など。

487
認知症患者を抱える家族のよい相談相手になってほしい。
とにかく不安がおおきく、ちょっとした言葉で傷つくことがある。

488
認知症疾患は早く発見し対処することが重要だと思うので、もう少し、センターに関して
広く認知されるよう広報が必要だと思う。

489
認知症疾患医療センターが、県内10ヶ所とは、少なすぎるのではないでしょうか。もう少
し多くのセンターで、気軽に相談できるようにしてほしい。

490
認知症疾患医療センターが、身近な機関となれることを期待します。
また、センターに相談させた方が地域生活の継続ができるよう、受け皿との継続的な連携
体制が充実していけるといいのではないでしょうか？

491 認知症疾患医療センターがあることをこのアンケートで知りました。

492

認知症疾患医療センターがどのようなどころか分からずに書かせて頂きます。申し訳あり
ません。
精神科とは別に認知症専門外来が様々な医療機関にあると良いかなと思います。なぜなら
ば、「精神科」的な名前だと、ご高齢の方が行きたがらないと思うからです。
私の祖母も、認知症の症状が出始めた頃は、大丈夫だと言って全く受診してもらえず、結
局病状が進行するまで放置してしまったので、早期受診を促すように、「認知症科」や
「ものわすれ科」のような比較的抵抗なく受診できる名称の医療機関が増えると良いと思
います。

493
認知症疾患医療センターっていう名前がストレートすぎる気もしますが、そうでないとわ
かってもらえないのかなとも思うし。

494

認知症疾患医療センターという言葉を初めて聞いた。しかしこのセンターがどんなことを
行ってくれる病院なのか名前だけでわからない。このセンターのポスターや案内は介護施
設、有料介護施設の窓口にも置くのがいい。介護施設に入ったままそんな専門のセンター
があることを知らないで長期間過ごす患者、家族は多い。義理の母も同様だった。

495 認知症疾患医療センターという名称が嫌だ。

496

認知症疾患医療センターという名前が直接的過ぎて、かえって受診するハードルを高くし
てしまっているように感じます。今後自分の両親を連れて行くにしても、自分がかかるに
しても少し抵抗があります。認知症エキスパート医師のいる病院として紹介すると
か・・・超高齢化社会に向けてそんな悠長なこと言っていられないのかな。

497
認知症疾患医療センターに関する直接的な意見ではありませんが……、身内がアルツハイ
マー型認知症になったとき、認知症専門医が少ない現実に直面しました。定期的に通院を
する場合、自宅から近距離の医療機関を受診することが、重要だと思います。

498

認知症疾患医療センターに行くというのは藁をもつかむ気持ちだと思います。治らないと
分かっていても、力強い味方が出来ると期待して受診すると思うので医師ばかりでなく周
りの関わりのある医療従事者の方々にその人にあった説明やら治療を親身になって対応し
てもらいたいと思います。
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499
認知症疾患医療センターの「医師」を誰が「認定」したのか？
厚労省等の国家の信頼出来る機関が、正式に「認定基準」を国民に「公表」すべきであ
る。

500 認知症疾患医療センターの存在することを大いに?して下さい。

501
認知症疾患医療センターの存在をまず、周知することが先だと思うが、ちょっと名称がか
たすぎると思う。

502

認知症疾患医療センターの存在を知らなかった　偶然ながら某センター傘下の認知症介護
施設に親が入居していたが　認知症改善は無理としても遅らせる対策は見られなかった
これは数年前の事だがその後の動きは知らない　対策が取られているのであればモデルと
して取り上げPRするのも一法と思料する

503
認知症疾患医療センターの存在を知りませんでした。認知症予防にも役立つ医療機関であ
れば早速利用したいと思っています。回覧板等で知らせるのが効果大と思います。

504

認知症疾患医療センターの認知度が低い。
認知症の対応ができると思っている医師がいるが、内容は薬を処方するのみにとどまって
おり、適切な対応が取れているかと言われると程遠い。
まず、地元開業医から認知度を上げていく必要がある。

505 認知症疾患医療センターの役割について知らないので期待や意見がない。

506

認知症疾患医療センターはセンターの事だけを知ってもらうことではなく、何でも相談室
のような場所を作り、そこに連絡してもらうよう広報すべき。　そうすれば、何でも相談
室からすぐに認知症医療センターに連絡が来ると思うのですが。　役所の取り組みを見る
と、自分の所属する部署に関することばかり宣伝したがるが、何でも相談室のような部署
を充実することが、各部署への相談が着実に増えると思うのですが。　誰でもが判る相談
室「何でも相談室」を充実すれば、いろいろな相談が各部署に振り分けられて届くので
は。　なお、その時、たらいまわしと思われないように、振り分けられた部署へはうまく
転送できる体制が必要。

507 認知症疾患医療センターはどの部門(組織)と連携しているのか解らない。

508
認知症疾患医療センターをもっと身近に感じたい。知りたいです。
市の広報などで、概要を早く知りたいです。

509
認知症疾患医療センターを今回初めて知ったので何も分からないが、認知症の疑いが身近
で起こった場合に相談できたりするのであれば利用してみたい。

510 認知症疾患医療センターを周知するイベント、セミナーがあるといいです。

511
認知症疾患医療センターを初めて知った。
どこにあるのか調べたい。

512

認知症者は間違いなく増大します。仕事で日々スタッフが接遇していますが、その対応で
のストレスは大きな課題となっています。認知症者に非はございませんが人格否定はでき
ず、お話に反論はできず、敢えて嘘をつかなければならず…
対応に絶対がなく個人ごとにケアすることは悩ましい限りです。

513 認知症症状の軽い状態の時に適正な指導を望みます。
514 認知症状況はそれぞれ違うので個別に気軽に相談できる環境があればと思います。
515 認知症対策だけでなく、他に知られていない施策があれば、纏めて検討をお願いします。

516

認知症予防について、各地での取り組みが行われています。本もたくさん出ています。こ
れらを参考にしていますが、医療センターに出前講座などは行われているでしょうか。ま
たPRについてもです。市の保健センターを中心にした栄養・運動・医療・介護の専門家が
市民に直接、指導助言をするなどの取り組みがもっと活発に行ってほしいと思います。

517
認知度を高めて誰でも気安く相談できるようにし早期治療を推奨してほしい。自分は認知
症ではないと思いたいので受診が遅れるのではないか。

518 認知度を上げる政策が必要です。

519
年間を通して利用できる制度にしてほしい。２４時間、３６５日利用できるようにしてほ
しい。勤労者は、ほぼ日中は相談できないと思う。夜間、深夜および土曜日曜に相談等の
まどぐちを開設してほしい。

520 年代や男女別の実例紹介
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521
年齢的には気にしなくてはならないが、認知症疾患医療センターの存在は知らなかった。
当事者となって初めて積極的に情報を求めると思うが、基礎知識くらいは知っておきた
い。このアンケートを機に調べようと思う。

522
配偶者の介護者として埼玉精神神経センターを受診、治療を受けたが、認知症状改善には
繋がらなかった。この病気は時が解決するということか。介護者は疲れる。

523 費用(経費)の相談もできるのでしょうか？
524 必要なひとが適切に利用できるしくみが必要
525 頻繁に見学会を開催してほしい

526
不安をあおるもの、治りませんという言いキリなど、現実自体が厳しいのであれば、もの
の言い方や、良くなった例などもきちんと提示してほしい。

527
父母が認知症でしたのですが亡くなりましたので今は居ないで回答しました。
認めたくない症状であり、対応はむつかしいです。

528
幅広い告知活動・啓発活動宜しくお願いします。
高齢者時代には、待ったなしです。

529 物忘れと認知症の違いがわからない。
530 偏見の軽減と重要さの普及

531

母が既に認知症センターの病院に定期的に通院している。もの忘れ外来は予約がとりにく
いと言っている人に教えたりする。その時にこのリンクのチラシを検索出来なかった記憶
があるが、今回のこのアンケートで病院の情報を更新できて良かった。和光市の病院が一
時外されていた記憶があるので。今回のアンケートで認知症センターを知った方も多いか
もしれない。私もアンケートのお陰で県の施策を知ったりするので。

532
母が認知症ですがかかりつけ医者やケアマネから一度もセンターについて聞いたことがな
い

533

母が認知症で見えないものが見えたり、していないことをしたと言い張るなど、介護して
くれている弟が疲弊しています。在宅で介護しているので、孤独になっています。訪問看
護師やケアマネージャに、もっと気軽に相談できるシステムが出来ればいいなと思いま
す。

534

本件に限らず、県が行っている県民サービス、残念ですがわたしも含めて知らない人が多
いのではないか。税金の有効活用の見地からも折角、職員の方々が良かれと思って行って
いる事業。如何にすれば県民の目に届くか、を常に意識して活動して欲しいと思う。提案
だが、学者でなく現場を知っている外部のマスコミ人等に知恵を借りたら如何だろうか。

535 本人だけでなく家族が気楽に相談できる場所と、雰囲気を求める。
536 本人と家族が安心できる社会を期待してます。お願いします。

537
本人に自覚症状がないと思うので相談できる知人等を複数作っておく
事が必要です。

538
本人の意識と家族など周囲の認識が全く違うケースが多々あるので、事件や事故が起こら
ないような患者の早期発見、対策に務めてほしい。

539
本人も大変でしょうが、家族等　介助する側のリスクを軽減する方法を教えていただけた
ら良いのでは？

540
本当に初めて知りました！
認知症に限らず、知名度の低い病気もどこにどのタイミングで相談すれば良いかわからな
いので、そういう情報も欲しいです。

541
民生委員などや、行政窓口との尚一層の連携強化と併せて、県民への周知の強化。
民間諸団体を含めた・教育・教宣。　　各行政区への窓口の推進・強化。
共助（協助）を前提とした見守り・ボランティア活動の模索・課題提起など。

542
無知で大変申し訳ございません。
どのような施設なのかわかりませんので、期待することが出来ません。
ただし、当事者のみなさんからの意見等を公表することも周知する一環だと思います。

543 名称がストレートに過ぎる

544
名前もどこにあるのかも知らなかった。
今後もっと知りたいし、活用される存在になって欲しいです。

545
名前を変える。認知症疾患医療センターは副題にして、『フクロウセンター』とか『樫の
木病院』などの愛称をメインにする。



第144回簡易アンケート自由意見（566件）

質問１１
　「認知症疾患医療センター」に対して期待することやご意見、ご要望などありましたら、自由
にお書きください。

546

明らかに認知症は、本人自身が本心では不安に思っているが、それは絶対に表現せず、ま
た、自覚することそのものを拒否することが非常に特徴的です。他人に対しては、普通に
振る舞って、何事もなかったかのように隠し通したいと本人は、痛切に考えているようで
す。従って、認知症と決めつけるのは、その人にとって場合によっては人格の否定になっ
てしまいますので、繊細な対応が必要です。私が考えるには、全てを肯定してあげて、
「傾聴」してその人の状況を捉えることしか無いのかなと考えます。

547 夜間の対応があると助かると思います。
548 役所関係の、もう少し、力が、必要だと、思います。

549

友人が物忘れがひどく、友人同士で話しても私も同じよ。と言われていたのですが、家族
が、やはりおかしいと思って、受診を進め、認知症と診断されたそうです。早かったので
治療を始めて電話を掛けられるようになったと電話をくれました。
高齢者が多いので自分も同じよと言われるとそうかと思って手遅れになることがありま
す。認知症医療センターの受診方法等、広く紹介してもらいたいです。

550

有効な相談センターや支援センターであっても、なかなか県民には認知されないのはどん
な分野でも同様です。周知はしてもしても広く認知されないですが、周知をしなければ全
く知られない存在になります。
色々な媒体で、お金をかけずに周知活動を継続的に行っていただきたいです。
ありがちですが、キャッチーな言葉を作ったり、キャラを作ったり、色々な方法があろう
と思いますが、このアンケートのように広く色々な意見を取り入れていくと良いかと思い
ます。
ありきたりな意見ですが、僕自身が認知症患者医療センターを知らなかったので。

551 有料なのか、相談だけで診断はないのか、など、まったく知らない。
552 予め料金が判ると助かる。
553 予備軍が相当いると思います。家族の対処の仕方のアドバイスが欲しいです。
554 予防・早期発見の為の、教育や研修事業を、拡充して下さい。

555
予防が可能であれば、運動が効き目がありそうだと考えられるが、適切な方法を早めに知
りたい。まず、県による啓発運動が望まれる。

556

予防というのは何歳から相談に乗ってもらえるんでしょう
私は５７歳ですが今から予防したいと思っていますが
運動、食生活、検査など誰でもすぐに診てもらえるよう期待します
埼玉県県民健康センターとどう違うのでしょうか
新しい施設ばかり作らないで既存の施設を利用するなどすればいいのに、税金の無駄使い
だと思いますが

557 予防のための何か方策を広く知らせてほしいです。
558 予防を強化することが大事

559
予防対策について、市町村や介護・医療機関への指導や連携。
広報する場合も、気軽に読めて認知症の気づきが得やすい情報提供。クイズ形式など。

560

余りにも認知度が低い。ＰＲが全く足りない。
追記）
私の場合、以前亡くなった親が認知症だったが、このような場合、質問１では現在の状態
を聞かれているので「（今は）いない」としか答えようがない。過去の体験者の意見が反
映されるアンケ―トにすべきではないか？

561 余り認知されていないように思います。
562 利用したことがないのでよく分からないが、相談しやすい機関であることを望みます。

563
両親が気軽に相談できるようなセンターになってくれるととても頼りになります。
これからのご発展に期待しています。

564
良く知らなかった施設で、勉強不足と思ったが、具体的に知らされていなかった気もし
て、関係機関からのPRや自治体からの情報提供を期待する。周りや自身の身にも迫りつつ
ある深刻課題と思うから。



第144回簡易アンケート自由意見（566件）

質問１１
　「認知症疾患医療センター」に対して期待することやご意見、ご要望などありましたら、自由
にお書きください。

565

老齢化に伴い認知症は関心事ですが、自分が発症しないと医療センターなどの存在には気
がつかないものです。
認知症も予防が大事と聞きますので、色々な機会に認知症にならないよう啓発すると共
に、医療センターの存在をPRすることだと思います。受け身から予防への動きを強めるこ
とだと思います。

566
徘徊や迷子といったケースもあり、警察や市役所との情報連携が必要可否を検討してもら
いたい。
家族や地域だけで安全を確保することが困難な方も中にはいらっしゃるようです。


