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栗東市認知症施策に
おける取り組み

～介護・医療・福祉関係者のみなさんに知って欲しいことを中心に～

令和3年11月10日（水） 12:00～13:00

栗東市長寿福祉課 地域支援係

高齢福祉係
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栗東市の⾼齢者と要介護認定者の統計

栗東市⼈⼝（令和2年度末） 70,340⼈ 100％

栗東市
⾼齢者⼈⼝

⒜ 65歳以上 13,282⼈ 18.9％

内訳

⒝ 65〜74歳 7,006⼈ 10％

⒞ 75歳以上 6,276⼈ 8.9％

栗東市
要介護認定者数 認定者数 1,997⼈ ⾼齢者の15％

⾼齢者の15％が
介護を必要と
してます

年々⾼齢者が増加
↓

要介護認定者も増加

※要介護認定者とは…
介護申請をし、要介護⼜は要⽀援の認定が出た⼈のこと
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認知症施策大綱（概要） 令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定

【基本的な考え方】
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を
過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を重視しながら「共
生」*1と「予防」*2 を車の両輪として施策を推進

＜具体的な施策の５つの柱＞

①普及啓発・本人発信支援
②予防

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

⑤研究開発・産業促進・国際展開
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１．普及啓発・本⼈発信⽀援
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１．普及啓発・本人発信支援

（1）認知症に関する理解促進

認知症サポーターの養成を推進。特に、小売業、金融機関、公共交通機関等の
従業員をはじめ、子ども・学生に拡大。

（2）相談先の周知
地域包括支援センター等相談体制を整備し、窓口へのアクセス手段も整える。

その際、「認知症ケアパス」を積極的に活用。

（3）認知症の本人からの発信支援

地域で暮らす本人とともに普及啓発（認知症の人本人が自らの言葉で語ること

ができる）。
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認知症サポーター養成講座

•劇やクイズ等を通して、認知症の
理解と、認知症の人への具体的な
関わり方を学ぶ60分程度の講座
（市民版、企業版、こども版）

•栗東市に在住・在勤の方を中心と
した集まりで、5名以上の受講者
が集まれば開催可能。

認知症に関する正しい知識と理解に向けた普及・啓発活動

6

6



4

認知症サポーター養成講座を受講すると認知症サポーターに！

【認知症サポーターの役割】

認知症サポーターは、認知症に
関する正しい知識と理解を持ち、
地域や職域で認知症の人やその
家族に対して、出来る範囲での
手助けをする人。

サポーターカードを渡します
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認知症に関する正しい知識と理解に向けた普及・啓発活動

栗東市

認知症キャラバン・メイトさん
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市役所新任研修
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デイサービスにて
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小学校
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認知症サポーター養成講座を受講して、

「認知症の人にやさしい店」になろう

認知症サポーター養成講座を受講した地域のお店や事業所を「認知症
の人にやさしい店」として認定

認知症の人を仕事でできる範囲で見守りやお手伝いをしています。

認定されたお店は市のホームページにも掲載しています。

認定された店や事業所
にステッカーを配布
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３．医療・ケア・介護サービス・
介護者への⽀援
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3．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

認知機能低下のある人や認知症の人に対して、
早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ
医、地域包括支援センター、認知症地域支援推
進員、認知症初期集中支援チーム等の更なる連
携の強化、質の向上を図る。
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各圏域地域包括支援センターの認知症地域支援推進員
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Q 認知症地域⽀援推進員ってどんなこと
をしているの︖

①認知症の⼈やその家族を⽀援する相談業務

②認知症の⼈が望む、住み慣れた環境で暮らし続けられることが
できるように、地域や医療機関、⽀援機関等を繋ぐ連携の⽀援

③認知症の⼈が社会参加し続けられるように、地域住⺠の認知症
への理解促進や認知症の⼈が馴染みの場所に安⼼して居続けら
れるような⽀援
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医療機関受診連絡票を
活用した連携支援の紹介
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連絡票の活用の目的・活用状況
目的
本人・家族だけでは伝えきれない本人の症状や生活の
様子等を整理して、医療機関に正確に伝えること。

活用状況（3圏域合計）
令和元年度 6件 令和2年度 25件
令和3年度9月時点 19件

相談経路
家族より：44件 ケアマネジャーより：6件
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連絡票の活用方法

家族

⼩規模多機能型
居宅介護CM

居宅介護
CM

地域包括
⽀援
センター

かかりつけ医

認知症専⾨医

紹介状

相談

相談

相談

連絡票

連絡票
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②

①

連絡票の活用例

居宅介護
CM

地域包括
⽀援
センター

かかりつけ医

認知症専⾨医

紹介状
相談

連絡票

CMより、本人の被害妄想が激しくなり、家族が疲弊していると対
応について相談。
連絡票を活用してかかりつけ医に本人の状況を伝え、かかりつけ
医より本人の症状悪化から専門医への紹介状を出して頂く。

認知症専門医と本人の人物像や認知症状について、事前に情報共有をしたことで、本人の受診の際
の抵抗も少なく認知症外来に繋がる。本人も納得して服薬開始し、症状緩和。家族も状態が落ち着い
たことに安心された。

本⼈
家族

情報収集
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連絡票の活用効果

本人のみ受診をしている場合、もしくは家族が同行を
している場合であっても、本人の認知症状や家での様
子を医療機関に詳しく伝えたり、相談をしたりする事
ができていない状況がある。

本人・家族から丁寧に情報収集をした上で、連絡票を
活用して、医療機関に情報提供をする事で、かかりつ
け医（専門医）が本人の認知症状や日常生活における
困りごとを把握し、本人（家族）が適切な医療、助言
を受けることができる。
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栗東市認知症初期集中支援
チームについて
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栗東市認知症初期集中支援チーム

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で暮らし続けられるように、
認知症の人やその家族に対する支援を包括的かつ
集中的に行い、自立生活のサポートを行うため
「認知症初期集中支援チーム」を配置するととも
に、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築
することを目的とする。

目的
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栗東市認知症初期集中支援チーム

「認知症初期集中支援チーム」が認知症（疑いを含む）の高齢者や家族を訪問し、認

知機能や身体症状、生活状況の確認を行い、チーム員会議でのアセスメント、方向性
に基づき、本人・家族に寄り添った支援や個々に応じた必要なケア等に繋いでいきま

す。
【支援対象者】
40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の

いずれかに該当する者。
①医療サービス、介護サービスを受けていない人、または中断している人で以下のい

ずれかに該当する者
（ア） 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
（イ） 継続的な医療サービスを受けていない者

（ウ） 適切な介護保険サービスに結び付いていない者
（エ） 診断されたが介護サービスが中断している者

②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者

概要
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業務の流れ 各圏域地域包括支援センター

依頼

対象者の把握

会議は毎月定例で開催

初期集中支援
※概ね6か月

チーム員訪問後、把握した

情報をもとにチーム員会議
で今後の支援等を検討

初期集中支援の終了

モニタリング

本人、家族への訪問や関係
者への聞き取りで確認

認知症初期集中支援チーム

チーム員会議

対象とするかどうか、支援方針、内容の検討

初期集中支援の実施

・認知機能、身体状況、生活状況等のアセスメント
・認知症に関する正しい知識の情報提供
・医療機関への受診勧奨（必要時、鑑別診断）

・認知症状に応じた対応方法の助言、心理的サポ―ト
・適切な介護サービスの利用の勧奨

・生活環境の改善

モニタリング

・支援終了後、2か月以内に実施
・医療や介護サービス等の必要な支援が継続されているか、新
たな問題が発生していないか確認し、必要時助言対応実施

チーム員会議で支援終了を決定する

連
携

関係機関等

地域包括支援セン
ター
ケアマネジャー

かかりつけ医
医療機関

介護事業者
訪問看護ステーショ
ン 等

連携

引継ぎ

引継ぎ
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家族、地域住民、

ケアマネジャー、
医療機関等より

相談

12

3

4

4
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事例紹介（ケース概要）

70代 ⼥性 認知症⽣活⾃⽴度 Ⅰ
介護保険︓要⽀援２（→要介護１）
医療機関︓市内クリニック（かかりつけ医）・隣市クリニック（認知症専⾨医）
家族構成︓⻑男家族（⻑男夫婦）と同居
主な介護者︓⻑男が⾦銭管理、⻑男嫁が調理等⽀援。近隣に三男家族在住し、家族と
揉めた際には三男によく電話をしており関係良好。

【経緯】
・平成X年頃から「物を盗られた」と被害妄想から怒ることあり。⽇時の把握や電話
での会話が困難であると平成X+1年11⽉に包括に相談。要⽀援２の認定、住宅改修
（⼿すり設置）実施。
・令和Y年6⽉、再度、⻑男と⻑男嫁より、本⼈への対応について（攻撃的で⻑男嫁
に強く当たる、被害妄想の悪化等）包括に相談。
・⻑男と⻑男嫁がかかりつけ医に本⼈の状況を相談し、隣市認知症専⾨医クリニック
に紹介受診→専⾨医からチームの関りを勧奨。
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事例紹介（ケース選定）
◆チーム員会議で検討

何が問題解決に繋がるか、現時点では明確に言えない。本人の思い、普段の家での様子を状
況把握し、評価していく。

家族は本人の被害妄想への対応に疲弊。作業療法士が訪問し、本人への対応を家族に助言等
支援をしていく。・・・チームでの支援決定

◆チーム員初回訪問にて情報収集

本人：先の見通しや計画を立てて行う、片付け、買い物、洗濯、内服管理等が難しいことが

伺えた。

家族：本人との関係の希薄さより、本人の状態を十分に把握できていない。

◆継続訪問、チーム員会議で検討

家族との今までの関係性やコミュニケーション不足から被害妄想が現れていると推察

・・・専門医による服薬コントロール＆チームが把握した本人の認知症の状況を言語化する

ことで、本人への理解に繋がり、併せて、本人への関わり方を伝えていく。

認知機能の低下から主体的な活動が減少し、身体機能の低下も予測される。

・・・訪問リハビリより日中の生活を整え、本人がしたい活動への支援＆家族支援の継続
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◆支援開始 3～4か月後

本人：週に2回訪問リハビリ開始。・・チームで丁寧に支援することで本人の受け入れも良

くサービスへもスムーズに繋がる。被害妄想減少も昼夜逆転傾向あり。

家族：訪問の際には相談や質問を多くされ対応への助言実施。

◆支援開始 5か月後

本人：生活リズム、活動性改善。一定の訪問スタッフの認識あり、関係の積み重ね可能。

家族：専門職の助言を実践され、本人の昼夜逆転傾向改善。以前は、訪問中に本人について

の訴え多くあったが、現在は落ち着いている。

事例紹介（ケース⽀援）

【まとめ】

作業療法士による継続訪問により、本人の認知症の症状や行動分析、生活状況も踏まえて
アセスメントを丁寧に実施。
家族に対して、本人の状態を専門職が言語化して説明、対応の助言を実施。また、チー

ム員の関りと同時に、本人が受け入れられるサービスとして、訪問リハビリを導入したが、
継続的に、本人への対応について家族に助言をすることができた。
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