
48� 人間の医学

地域で支える認知症〜認知症サポーター医の立場から〜��������������荻原　牧夫

1 月例会まとめ��������������������������������������������������石橋　幸滋

自由交見

認知症の地域連携
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はじめに

　超高齢社会となった我が国では，認知症は
6５歳以上の１０人に １人が罹患する「ありふれ
た疾患」と位置づけられるようになった。認
知症の人と家族が地域で安心して暮らしてい
くためには，医療や介護，保健，福祉，行政
等，様々な役割を持つ関係者が，その生活を
支えるという共通認識の下，連携・協働し，
継続的かつ一体的なサービスを提供すること
が必要となる。一般住民には，認知症を正し
く理解し認知症の人や家族を温かく見守る応
援者として「認知症サポーター」が養成され
ている。また，かかりつけ医は認知症の早期
発見と診断に重要な役割を果たすことが求め
られている。そのかかりつけ医と専門医・介
護・福祉等を結び付ける橋渡しの役割を担う
のが「認知症サポート医」である。

認知症サポート医としての活動

　認知症サポート医（以下サポート医）とな
るためには，2００５年度より実施されているサ
ポート医養成研修事業を受講し，修了書を授
与される必要があり，昨年度末までに全国で
2,５００人が研修を終える見込みとなっている。
東京大田区では１8人が，サポート医として登

録されている。このサポート医が担うべき役
割としては，かかりつけ医の相談役だけでな
く，地区医師会と地域包括支援センターとの
連携づくりへの協力など様々あるが，以下に，
大田区における主な取り組みを紹介する。

①�認知症対応力向上研修及び区民公開講座な
どの実施

　サポート医が中心となり，かかりつけ医及
び病院勤務医を対象に認知症対応力向上研修
を2００6年度より毎年開催している。また大田
区三医師会認知症研究会を立ち上げ，一般住
民への啓発を目的にした区民公開講座を 2回
実施した。さらに，かかりつけ医と認知症専
門施設との連携状況把握のため，大田区内の
各病院の物忘れ外来担当医を招集し，専門医
師懇話会を ３回開催した。

②大田区認知症連携パスの作成と運用
　大田区三医師会認知症絵研究会で，認知症
患者の早期診断・治療を目的とした循環型
の「大田区認知症連携パス」（図 1）を作成
し，2００９年１１月より運用を開始した。このパ
スでは，かかりつけ医からの認知症相談窓口
として，三段階の対応先（図 2）を設定した。
すなわち，一次の相談窓口にかかりつけ医認
知症対応力向上研修受講修了医師を，また二
次対応先として画像診断の可能な専門施設を，
さらに三次対応先として東邦大学医療セン

おぎわら　まきお
東京都大田区・おぎわら医院院長，田園調布医
師会会長

■第５47回（ 1月）例会「認知症の地域連携−みんなで考える認知症の早期発見，早期ケア−」
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ター大森病院と公益財団法人東京都保健医療
公社荏原病院を設定した。さらに，これらの
連携パス，工程表（図 3），連携先医療機関
名簿を各医師会のHPに公開した。

③地域包括支援センターとの連携
　介護・福祉サービスとの連携を強化するた
めに，大田区に2０カ所ある各地域包括支援セ
ンターに対して担当のサポート医を割り振り，
多職種ネットワークの構築を図っている。ま
た，②の連携パスとは別に地域包括支援セン
ターやケアマネジャーのためのコ・メディカ
ル用の連携パスを作成し，これも各医師会の
HPに掲載した。
　今後，地域包括支援センターは，2０１３年度
から開始される「認知症施策推進 ５か年計画
（オレンジプラン）」における認知症初期集中
支援チームの中心的な役割を担うことになる

ので，更なる連携強化が求められている。

④大田区認知症検診（パイロットスタディー）
　2０１2年の 6月から１１月まで，6５歳以上の特
定健診及び長寿健診受診者に対して，軽度認
知機能障害（MCI）レベルでのスクリーニン
グを目論んで，計2００名を目標にした認知症
の超早期発見のためのパイロット検診を行っ
た。
【方法】
　複数の認知症専門医からなる委員会を組織
し，家族及び介助者向けに認知機能の低下が
疑われる１５の症状について，その有無を問う
「家族アンケート」（表 1）を開発した。
　このアンケート結果と認知機能との関連を
評価するため，大田区内の医療機関で特定健
診・長寿健診を受けにきた6５歳以上の高齢者
（要介護認定者を除く）とその家族を対象に

図 1　大田区認知症連携パス　診療情報提供書（初回依頼用）

大田区認知症連携パス　診療情報提供書（初回依頼用）
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図 2　大田区認知症連携パスの流れ

図 3　大田区認知症連携パス
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パイロット調査を実施した。高齢者本人の認
知機能を改訂長谷川式簡易知能評価スケール
（HDS-R）で評価するとともに，開発した家
族アンケートを家族・介助者に対して実施し
た。
【中間解析結果】
　2０１2年 6 月から ９ 月末までに，4５医療機
関の28５例（男性３8%，女性62％）に認知症
検診を実施し，うち2３１例（8１%）から有効
回答を得た。主治医の評価では，28５人中8１
人（28.4％），すなわち要観察５6人（１９.6％）・
要再検2５人（8.8％）に認知機能に問題が認
められた。問題がある割合は，年代が高くな
るほど増大した。HDS-Rスコアでは，３2例
（１１%）に認知機能障害（2０点以下）が見られ，
主治医評価と同様，年代が高くなるほど機能
障害患者の割合は増大した。家族アンケート
とHDS-Rの関係は，「あり」と回答した個数

が多いほど，認知機能障害の割合が増大した。
【結論と考察】
　厚生労働省は，6５歳以上高齢者の認知症有
病率を約１０%と発表しているが，今回の都市
部における実態調査の結果，28.4%に軽度認
知症以上の疑いがあることが判明した。しか
も診断治療を受けている患者は全体の３2.8%
に過ぎないものと推定され，認知症疑いのあ
る患者の中には自覚のないまま放置されてい
るケースも多いと考えられた。
　今回の検診で開発した家族アンケートは，
認知機能障害の評価に有用であることが示唆
された。さらに，特定健診及び長寿健診など
の一斉健診に併せて本認知症検診を実施する
ことは，認知症を早期に発見するための簡便
で有用なスクリーニング検査となりうるもの
と考えられた。今回の結果から，市区町村に
おける健診事業に認知機能検査を取り入れる

表 1　大田区認知症検診　家族アンケート

１ 複数の仕事・作業を並行して行えない

２ 外出先から帰ろうとすると自宅が分からなくなる/道に迷う

３ お金等の計算ができない

４ 季節にあった服が選べない

５ 外出する時に髪をとかしたり、お化粧をしなくなる/ひげをそらない

６ 物の使い方を忘れて使えなくなった（電子レンジや電話など）

７ 同じものを何度も買ってくる/買い物をうまくできない
（冷蔵庫に古いものがいつまでもある）

８ 「お金（財布等）を取られた」と言う

９ ものの（食べ物の）好みが変わった

１０ 怒りっぽくなった/怒鳴ったりすることもある

１１ 不活発で一日中じっとしていて何事にも無関心である

１２ 何もすることがない、日課をしなくなる

１３ 夜寝ないで騒ぎ、朝から昼にかけて睡眠する

１４ お風呂を嫌がる

１５ 着替えを嫌がる
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意義を強調したい。

⑤認知症疾患医療センターとの連携
　2０１2年 4 月より荏原病院が区南部の認知症
疾患医療センターとして指定されたことを受
け，同病院との連携をさらに強化し，認知症
患者の身体合併症及び“認知症の人にみられ
る，知覚，思考，気分または行動の障害によ
る症状”（BPSD）の治療についての地域連
携体制づくりを進めている。

ま　と　め

　認知症の地域連携におけるキーパーソンは

かかりつけ医であるが，地域の状況に応じて，
医師自身がその役割を考える必要がある。そ
の連携機能の強化のためには，サポート医が
さらに積極的にかかりつけ医の相談役を引き
受けていくことが重要である。2０１2年 ９ 月に
厚生労働省から示されたオレンジプランにお
いてもサポート医の地域連携における役割は
強調されており，今後，益々のその活性化が
求められている。特に，地域包括支援セン
ターとの連携強化は最重要課題となると考え
られる。
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　 １ 月例会は，「認知症の地域連携〜みんな
で考える認知症の早期発見，早期ケア〜」を
テーマに， １月１３日（日）に東京医科歯科大
学 ３号館 ３階の医学科講義室 2で行われた。
　最初に，田園調布医師会長の萩原牧夫先生
から「地域で支える認知症〜認知症サポー
ター医の立場から〜」という題で，御講演を
いただき，そのあと，参加者に日頃の認知症
患者さんへの思いや対応から困っていること
などについて全員に発表してもらった。
　当初は，グループに分かれてワークショッ
プをする予定であったが，例会の会場が階段
教室であったことと，参加者があまり多くな
かったため，参加者全員の経験や日頃の認知
症に対する思いや疑問を紹介してもらった。
　実地医家にとって認知症はよく遭遇する疾
患であるにもかかわらず，その対応は極めて
難しい。ましてや自分の家族が認知症になっ
た時にどう対応するか，地域の資源をどう活
用するかは，日頃から認知症を見慣れている
医師にとっても困難なことである。認知症の
診断も簡易診断と確定診断を度の医療機関で
行うかという情報を持っておかなければなら
ないし，認知症の治療も自院で行うのか，専
門医療機関に任せるのかについても悩ましい
問題である。加えて，最近増えた治療薬の使
い分けだけでなく，デイケアなど社会的資源
を活用した認知症対応などのシステムを知っ
ておかなければならない。

　国は，平成2５年から2９年までの認知症施策
推進 ５か年計画（オレンジプラン）を策定し
て，様々な施策を展開している（参考資料）。
我々実地医家も認知症の診断や治療だけでな
く，これから認知症への対応がどのように
なって行くかについて，地域連携システムも
含めて知っておく必要がある。今回の例会は，
大田区で行われている認知症連携システムを
田園調布医師会の萩原先生からご紹介いただ
き，それを自分が働く地域や自分の家族にど
う適応して行くかを参加者皆で考えるよい機
会となった。

参考資料
「認知症施策推進 ５ か年計画（オレンジプラ
ン）」
１．標準的な認知症ケアパスの作成・普及
　「認知症ケアパス」（状態に応じた適切な
サービス提供の流れ）の作成・普及
2．早期診断・早期対応
１）�かかりつけ医認知症対応力向上研修の
受講者数を平成24年度末見込３５０００人
から平成2９年度末までに５００００人にす
る

2）�認知症サポート医養成研修の受講者数
を平成24年度末見込2５００人から平成2９
年度末4０００人にする

３）�地域包括支援センター等に配置し，家
庭訪問を行い，アセスメント，家族支

■第５47回（ 1月）例会「認知症の地域連携−みんなで考える認知症の早期発見，早期ケア−」

１ 月例会まとめ

石　橋　幸　滋
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援等を行う「認知症初期集中支援チー
ム」の設置する

4）�認知症疾患医療センターを含めて，認
知症の早期診断等を行う医療機関の数
を平成2９年度までに二次医療圏に １か
所以上，約５００か所整備する

５）�地域包括支援センターにおける包括
的・継続的ケアマネジメント支援業務
の一環として，多職種協働で実施され
る「地域ケア会議」の普及・定着する

３．�地域での生活を支える医療サービスの構
築
１）�「認知症の薬物治療に関するガイドラ
イン」を策定する

2）�精神科病院に入院が必要な状態像を明
確にする

３）�「退院支援・地域連携クリティカルパ
ス（退院に向けての診療計画）」を作
成する

4．�地域での生活を支える介護サービスの構
築
　認知症の人が可能な限り住み慣れた地域
で生活を続けていくために，必要な介護
サービスの整備を進める
５．地域での日常生活・家族の支援の強化
１）�認知症地域支援推進員を平成2９年度末

までに７００人に増やす
2）�認知症サポーターを平成24年度末見込
３５０万人から平成2９年度末までに6００万
人に増やす

３）�市民後見人の育成・支援組織の体制を
整備している市町村を増やす

4）�認知症の人やその家族等に対する支援
を行う

6．若年性認知症施策の強化
１）�若年性認知症支援のハンドブックを作
成する

2）�若年性認知症の人の意見交換会開催な
どの事業を平成2９年度までに全都道府
県に広げる

７．医療・介護サービスを担う人材の育成_
１ ）�「認知症ライフサポートモデル」（認知
症ケアモデル）を策定する

2）�認知症介護実践リーダー研修の受講者
数を平成24年度末見込2.6万人から平
成2９年度末までに 4万人に増やす

３）�認知症介護指導者養成研修の受講者数
を平成24年度末見込１6００人から平成2９
年度末22００人に増やす

4）�一般病院勤務の医療従事者に対する認
知症対応力向上研修を平成2９年度末ま
でに8７０００人が受講する
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第５４７回　自由交見

荻野牧夫先生ご発表に際して
高玉真光：家族から認知症ではないかと言わ
れて，認知症疾患医療センターに相談に来ら
れる方が多いのですが，本人は「何でもない」
と病識のない人が6０％ほどあります。一人暮
らしの認知症が増加していますが，東京都大
田区ではいかがでしょうか。
荻野：東京でも一人暮らしの認知症は増えて
います。
高玉：厚生労働省の「オレンジプラン」のモ
デル事業をすでに行っておられる医師会活動
を素晴らしい活動と学ぶことができました。
さらに身近型認知症疾患医療センターがたく
さんできるとよいと思います。地域包括支援
センターを医師会が受けていることは素晴ら
しいと思いました。
高山美奈子：認知症の患者はあちらこちらの
医療機関に掛かってしまいます。薬の重複・
相互作用などにより，かえって体に害になっ
てしまうこともあります。認知症患者には薬
の重要性について説明しても判断が出来なく
なってしまいます。“受診機関を特定したほ
うがよい”，“かかりつけ医をどこにしたら
よい”などの決定をどのようにするかなどは，
オレンジプランに入っているのでしょうか。
荻野：相談するためのケースワーカーなどの
存在があります。そのような部署に相談して
もらうとよいと思います。
櫻井将：大田区では認知症ケアのチーム医療
で薬剤師はどのようにかかわっているので
しょうか。
荻野：現状では関わっておりません。
外山学：HDS-Rとアンケート結果との食い
違い（HDS-Rは低いがアンケートでの指摘

はない，HDS-Rは高いがアンケートでの指
摘が多い）をどう解釈しどう対応を考えるべ
きでしょうか。
荻野：家族が気が付いていてもチェックを入
れていないケースもあり，今後，解析が必要
です。
鈴木荘一：地域包括支援センター（大田区で
は「さわやかサポート」）の設立時の頃，私
は荻野先生の隣の大森医師会で副会長を辞任
する時でした。新任の会長から特に依頼され
て，区役所から医師会に委任された地域包括
支援センター長を探すように求められました。
　そこで社会福祉の適任者を探すべく，日本
女子大学，筑波大学，さらに福祉関係者に相
談して，最後は上智大学卒業の素晴らしい方
を選びました。医師会は医師の特権意識が強
い職場でしたので，特に事務長に嫌われ苦労
されましたが，地域住民の介護相談窓口とし
て献身的に働きました。現在は退職していま
すが，現在も当医師会の地域包括支援セン
ターは日時を惜しまぬ職員で運営されていま
す。
　荻原先生が示されました認知症の医療には
薬剤投薬も必要で，医師や薬剤師が関与しま
すが，認知症の患者さんや家族のケアには，
地域の包括支援センターの役割が大きいので
す。認知症患者をみなで支えるという意識が
大事で，私は，当院に実習に来る三大学の学
生や地域医療研修に来る 2つの研修病院医師
を，必ず，この「さわやかサポート」に連れ
て行き，介護保険を説明してもらって理解さ
せています。大田区には ３つの地域医師会が
ありますが，それぞれが区から委託された包
括支援センターを入れて，医師会と協力して
います。
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