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 所要期間 

平 均 9.8週間 

最 大 値 18週間 

最 小 値 1週間 

  

 

※ 本市では、支援に携わった主たる関係者及び引き継ぎ先が、チームによる初期集中支援を終了

することを確認・同意した時点をもって終了としている。 

・初期集中支援終了までに平均で9.8週間となっている。 

・14週間が7人と最も多くなっている。 
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初期集中支援終了に至るまでの期間 (N=45) 
図表 6-23 

図表 6-24 
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  ※ 「その他」の内訳は、支援途中での転居が1人、死去が1人。 

・在宅の継続が93.3％（42人）、入所が2.2％（1人）となっている。 

 

 

※ 「その他」の内訳は、支援途中での転居が1人、死去が1人。 

・包括53.3％（24人）、次いで介護支援専門員33.4％（15人）、区役所8.9％(4人)となっている。 

在宅継続 

93.3% 

(42人) 

入所 

2.2% 

(1人) 

その他 

4.0% 

(2人) 

初期集中支援終了後の生活場所 (N=45) 

介護支援専門員 

33.4% 

(15人) 

地域包括 

支援センター 

53.3% 

(24人) 

区役所 

8.9% 

(4人) 

その他 

4.4% 

(2人) 

初期集中支援終了後の引継先 (N=45) 

図表 6-25 

図表 6-26 
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うち単独世帯 うち単独世帯

井高野 2人 0人 1,204人 367人(30.5%)

北江口 0人 0人 838人 258人(30.8%)

南江口 7人 4人 638人 199人(31.2%)

相川 1人 1人 389人 126人(32.4%)

小松 3人 1人 787人 256人(32.5%)

瑞光 5人 1人 582人 173人(29.7%)

大隅 1人 0人 78人 23人(29.5%)

大桐 0人 0人 874人 229人(26.2%)

大道南 0人 0人 449人 135人(30.0%)

豊里 11人 7人 1,191人 402人(33.8%)

豊新 1人 0人 796人 235人(29.5%)

上新庄 2人 2人 540人 179人(33.1%)

下新庄 5人 4人 1,207人 384人(31.8%)

菅原 4人 3人 1,050人 354人(33.7%)

東淡路 2人 2人 1,211人 398人(32.9%)

淡路 1人 0人 1,319人 444人(33.7%)

西淡路 2人 0人 1,138人 405人(35.6%)

東中島 3人 1人 746人 357人(47.9%)

柴島 0人 0人 274人 103人(37.6%)

計 50人 26人 15,311人 5,027人(32.3%)

※　平成22年国勢調査

町　　名
訪問支援対象者数 75歳以上(※)

 

 

  

図表 6-28 
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・地域別に訪問支援対象者数と75歳以上人口を比較すると、75歳以上人口の多い西部地域での訪

問支援対象者数が少なく、75歳以上人口分布と一致していない。 

 

 

 

 

・地域別 75歳以上の単独世帯数の多い豊里は訪問支援対象者も多いが、75歳以上単独世帯数の

多い西部地域での訪問支援対象者が少なく、75歳以上単独世帯数の分布と一致していない。 

2人 

0人 

7人 

1人 

3人 5人 

1人 

0人 0人 

11人 

1人 

2人 

5人 

4人 

2人 

1人 

2人 

3人 

0人 

0人 

5人 
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0人 

500人 
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地域別 75歳以上人口と訪問支援対象者との対比 
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0人 

100人 

200人 
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地域別 75歳以上人口と訪問支援対象者との対比(単独世帯) 

図表 6-29 

図表 6-30 
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○都市部との比較（東京都との比較）  

使用数値 

東京都：平成25年8月～平成26年12月末 

全 国：平成26年8月～平成26年12月末 

 

■年齢 

 大阪市 東京都 全国 

40歳～69歳 10％ 6％ 6％ 

70歳～79歳 52％ 35％ 32％ 

80歳～89歳 34％ 52％ 
62％ 

90歳以上 4％ 7％ 

 

■要介護度別  

 大阪市 東京都 

未申請 50％ 45％ 

非該当 4％ - 

申請中 4％ 9％ 

要支援1 12％ 4％ 

要支援2 4％ 8％ 

要介護1 14％ 15％ 

要介護2 4％ 10％ 

要介護3 4％ 6％ 

要介護4 4％ 1％ 

要介護5 0％ 1％ 

不明 - 1％ 

 

■性別 

 大阪市 東京都 全国 

男性 34％ 29％ 38％ 

女性 66％ 71％ 62％ 

 

■世帯類型別  

 大阪市 東京都 全国 

独居(単独) 54％ 54％ 31％ 

夫婦のみ 26％ 19％ 31％ 

その他 20％ 27％ 38％ 

 

■主治医の有無（介入時）  

 大阪市 東京都 

あり 68％ 68％ 

なし 32％ 32％ 

 

 

  

図表 6-31 

図表 6-32 

図表 6-33 

図表 6-34 

図表 6-35 

・本市においては、東京都及び全国に比し、70歳代の対象者が多くなっている。  

・都市部における対象者は、独居(単独)世帯の割合が全国に比し高くなっている。  
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（１）潜在している対象者の把握のための効果的な広報・普及啓発のあり方 

７   課題に対する検証・分析と考察 

 

＜課題＞ 

本市は、政令指定都市の中で最もひとり暮らし高齢者が多いという特徴があり、特に

自治会、町内会に加入していない場合、地域の情報が届きにくい状況がある。 

そのような中で、できる限り早期の段階から訪問支援対象者となる見込みの人をチ

ームにつなげることができるように、地域住民や関係機関にチームの役割や機能につ

いて地域の実情に応じた周知、広報を行う必要がある。そして、対象者の情報の積極

的な提供のためには、本事業の訪問支援対象者像を関係機関と共有して効率的な把握

につなげる必要がある。 

 

＜取り組み＞ 

検討委員会や関係者会議での検討をふまえ、次のような取り組みを行った。 

 

Ａ （広く周知） 

・事業開始前、事業実施期間の関係団体あての協力依頼と周知 

・区広報誌や区社協だより等のほか、地下鉄、市内掲示板への掲示など、既存の

広報媒体を活用 

・町内会へ協力依頼し、回覧板を活用した広報 

・受託法人のホームページにて広報 

・事業広報チラシを関係機関用、回覧板用、高齢者用とパターン分けして作成・

配布（チラシ裏面には、公益社団法人認知症の人と家族の会作成の“家族がつ

くった 「認知症」早期発見のめやす”を掲載） 

・帳票①対象者把握チェック票を作成し、圏域内の包括と対象者像を共有 

 

Ｂ （潜在している対象者の把握） 

・高齢化率が高く、町内会に入っていないため回覧板を通じた地域の情報提供が

届かない住民が存在する可能性を想定し、個別にポスティングを実施  

・一部の地域の市営住宅等において認知症に関する出張相談会を兼ねた事業周知 

 

＜結論・考察＞ 

Ａ （広く周知） 

「６ 実践状況グラフ」の図表 6-2「訪問支援対象者 相談・紹介経路」のとおり、

地域の関係機関等からの情報提供が、本人や家族よりも多く、全体の 58％を占めてい

ることから、対象者の把握にあたって地域の関係機関への広報が重要である。（包括 

30％、区役所 20％、医療機関 ６％、ケアマネジャー ２％） 

このことから、関係機関に直接足を運び、広報ビラを配布するとともに、チームの

取り組み実績等について丁寧な報告を行うことによって、より多くの対象者の把握に

つながることが期待できると考える。さらに、対象者をチームにつなぐことで、様々な

支援効果があることを地域に認識してもらうことや、チームが高度なスキルを備えた専門

職集団であることを伝える工夫が必要である。 

また、区広報紙や社協だより、回覧板等によって広報周知をした直後の相談や訪問

７ 
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支援対象者の把握数が最も多かったことから、すでに地域で認知度や信頼度が高く浸

透している広報紙等に情報を掲載することが、事業開始して間もない本事業について

は、効果的な広報が期待できる。そのため、既に地域に定着した情報媒体により情報

発信を行うことが有効であると考える。 

また、相談者の情報提供については、包括からの情報提供が全体の 36％で最も多く、

他の関係機関や介護保険事業者、認知症サポーター等からの情報提供は低調であった。

また、明らかに本事業対象者でない方の情報提供や問い合わせも見られた。対象者の

情報を提供いただける関係機関には、広報や協力依頼とともに帳票①対象者把握チェ

ック票を配布し、本事業の対象者像を適切に伝えていくことが必要である。 

 

Ｂ （潜在している対象者の把握） 

潜在化している対象者を早期に発見するために、対象者や対象地域を絞った広報を

行ったが、把握につながったケースは少なかった。地域の出張相談会の場でも、“私は

まだ認知症ではないから”とのことで、高齢者本人からの相談にはつながりにくい状

況があった。また、図表 6-2「訪問支援対象者 相談・紹介経路」で見ても、本人から

の相談件数は少ない結果となっており、認知症についての市民への周知・啓発が課題

であると考えられる。一方、町内会関係者や民生委員、市営住宅連絡員、知人等の情

報提供から訪問支援対象者として本事業に結びついているケースがあることをあわせ

て考えると、地域住民の生活状況を把握している立場の人に、チームの役割などにつ

いて周知し協力を得ることが重要であり、効果的であると考えられる。  

図表 6-6「世帯類型別 訪問支援対象者数」によると、訪問支援対象者の 54％と半

数以上が「独居（単独）」（＝ひとり暮らし高齢者）となっている。これは本市のひと

り暮らし高齢者 41% より高値である。また、本事業での新たに鑑別診断を受けた者の

多くが中等度以上の認知症であったこととあわせると、ひとり暮らし高齢者では、近

隣住民等の周囲による認知症の気づきが遅れ、重篤化してから受診に至ることが多く、

地域で潜在化している可能性が示唆され、本事業が一定の役割を担うことが期待され

る。しかし本モデル事業では、情報提供を待つ受動的な手法による対象者の把握が主

となっていたため、今後は積極的に対象者の把握手法を模索し実践することで潜在す

る対象者を把握することが必要である。  

これらのことから、地域のキーパーソンに広報する機会を繰り返し作り、地域の中

でチームの存在が定着していくように進めて行くことが必要である。具体的には、町

内会や民生委員会等での広報はもちろん、食事サービスやふれあい喫茶の会場でチー

ムの活動を紹介するなど、地域で定着している取り組みの中で周知活動を行うことが

より効果的であると考えられる。 

また、アルツハイマー型認知症のリスクの一つが生活習慣病であるとされているよ

うに、壮年期からの健康づくりや介護予防の取り組みが重要である。さらに廃用症候

群による日常生活機能の低下が疑われる高齢者への訪問活動は、ひとり暮らし高齢者

が多い本市の状況において認知症の早期発見、早期支援の観点からも有効である。そ

のため、これらの活動に中心的に取り組んでいる保健師との連携が不可欠であると考

える。加えて、平成 27 年度より事業開始される地域の見守りネットワーク事業等と連

携した情報把握の仕組みを構築していく必要があると考える。 
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（２）支援のための各機関と連携の仕組みづくり 

・関係機関との連携や、地域のインフォーマルサービスの情報収集と連携 

＜課題＞ 

これまで築いてきたネットワークを活用し早期発見・早期診断・早期支援機能が自

律的に機能する地域の体制を構築することは本事業の目的の一つである。そのため、

チームが地域のネットワークの一員として有効な活動ができるかどうかが重要な課題

である。 

 

＜取り組み＞ 

検討委員会や関係者会議での検討をふまえ、次のような取り組みを行った。 

 

（個別ケース支援に関すること）  

・包括を経由せずに対象者の情報を得た場合でも、対象者が居住する圏域包括や区

役所から情報収集  

・支援終了にあたっては、帳票⑫ケース引継連絡票を作成し、フォーマルな関係機

関に配付し報告 

・医療機関との連携のため、関係機関との調整の上で、帳票⑧、⑨、⑩協力依頼書

を作成し協力を依頼  

 

（地域や関係機関との連携）  

・区内の認知症高齢者支援ネットワークとの連携のため、包括にチームを設置  

・包括からの情報提供があった場合、円滑に情報共有を行うため、使用する帳票の

様式や項目を一部共通にした（帳票②相談受付表（利用者基本情報））  

・包括が所有する地区診断（区内のインフォーマルサービス情報を含む）情報を共有 

・ネットワークに参画する関係機関に対して、本事業の広報とともに対象者支援に

あたっての協力や連携を依頼  

・包括管理者会や区内の認知症高齢者支援ネットワークに出席し実践事例報告  

・スーパーバイザーを招き、認知症疾患医療センター専門医、区保健師、区社協、

事業受託包括等が参画する関係者会議を開催  

 

＜結論・考察＞ 

○ 個別ケース支援における連携について 

本事業の推進にあたって各関係機関と連携や協力いただきたい内容は、本モデル事

業の実践を踏まえ、図表 7-1 のように整理される。  

初期集中支援を円滑に行うためには、必要に応じてチーム員会議に関係者及び関係

機関からの参加が必要である。さらに、支援終了ケースの引継ぎを丁寧に行うことは

重要であり、支援経過や課題等について共有するため、帳票⑫ケース引継連絡票を届

けるだけでなくサービス担当者会議等にチーム員が参加することが有効である。また、

同行訪問を通じて、訪問支援対象者に主たる支援機関を明確に伝えることは、後々の

円滑な支援につなげていくためには不可欠であると考えられる。こうした個別ケース

を通じた連携を積み重ね、顔の見える関係を構築することが大切である。 
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図表 7-1 

関係機関名称 
協力・連携する内容 

対象者把握 初期集中支援 支援終了後 

地区医師会 

かかりつけ医・認知症サ

ポート医への協力要請 

区内の医療資源情報の提供  

かかりつけ医不在ケー

スへのかかりつけ医の

紹介 

関係者会議への参加(必要時)  

 

 

認知症サポート医 
支援対象者のつなぎ 

チラシの配架・掲示 

チー ム 員 会議 へ の参

加・関係者会議への参加 

支援への協力・助言 

 

かかりつけ医 
支援対象者のつなぎ 

チラシの配架・掲示 
支援への協力 医療の継続 

歯科医師会 

薬剤師会 
会員への協力要請 支援への協力  

 
歯科医 

地域薬局 

支援対象者のつなぎ 

チラシの配架・掲示 
支援への協力 医療支援の継続 

認知症疾患 

医療センター 
医療専門知識の助言 

鑑別診断 

関係者会議への参加 
 

地域包括 
支援センター 

支援対象者同意・情報の

提供 

地区診断による地域特性

情報の提供 

地域ケア会議の開催 

チーム員会議への参加 

関係者会議への参加 

ケース引き継ぎ先  

介護保険事業所 

ケアマネジャー 

支援対象者のつなぎ 

チラシの配架・掲示 

支援への協力 

チーム員会議への参加 
ケース引き継ぎ先  

社会福祉協議会 
区社協だより掲載 

周知 

支援への協力 

関係者会議への参加 
 

区役所 

保健福祉センター  

支援対象者のつなぎ 

区政だより掲載 

チラシの配架・周知 

支援への協力 

チーム員会議への参加 

関係者会議への参加 

ケース引き継ぎ先  

地域住民組織 

（町内会・民生委

員・キャラバン

メイト連絡会） 

支援対象者のつなぎ 

支援対象者情報提供 

チラシの配布・周知 

支援への協力 

（インフォーマル） 
地域での見守り 

認知症高齢者支

援ネットワーク

連絡会議 

事業への協力依頼 

支援対象者情報提供依頼 

ネットワークへの参画 

  

    

※ 現時点ではこうした内容が考えられるが、今後の施策の動向や地域の状況等に応じて

変化していくことが想定されるため、適宜見直していく必要がある。 

 

○ ネットワークへの参画と早期支援等機能の強化について 

本事業は平成 26 年度のモデル事業であるため、区の認知症高齢者支援ネットワーク

連絡会議にはオブザーバーとしてチームが出席し、事業周知と協力依頼、実施状況報

告等を行った。今後、本格実施となった区においては、既存の認知症高齢者を支援す

る地域のネットワーク会議の基本構成員としてチームを位置付けるように進める必要



42 
 

（３）訪問・支援拒否事例への対応について 

がある。 

また、関係者会議は年５回開催し、医療機関との連携や、支援困難ケースへの対応、

支援終了時の引継等について協議した。こうした関係機関が集う会議でチームの実践

や活動を報告し検証することが、地域の認知症初期の取り組みの課題や状況を共有し、

ネットワークの中でチームの役割や位置づけも明確にされ、早期支援等の機能強化に

つながるものと考えられる。  

本市では、区内の関係機関が連携し認知症の方を支援するためのネットワーク構築

に取り組んできていることから、本事業の推進のためには、新たに他のネットワーク

等を構築するよりも、すでに取り組みが進められている地域の連携の基盤を活かすこ

とが、より効果的であり効率的であると考える。  

また今後、全市展開を進めていく際の課題として、各区の社会資源の状況や地域ネ

ットワークのあり方も様々であることから、事業開始初年度となる区では特に、それ

ぞれの機関がどういう役割を担うのかを検討し、共有する機会を設定する必要がある。 

本事業は平成 27 年度から包括的支援事業に位置付けられることから、今後は区の地

域包括支援センター運営協議会にも包括と連携しながら参画し、チームの活動状況や

その中から見えてきた地域の課題について共有するとともに、地域における政策的課

題としてとらえ、提言していくことも必要と考える。  

 

 

＜課題＞ 

本人や家族からの同意を得た上でチーム員が初回訪問を実施しているにも関わらず、

訪問を受け入れないなどの支援拒否ケースが散見された。支援を拒否されるケースの

拒否する理由や背景には、認知症の症状が原因となっている場合も十分に想定される

ことである。本事業の訪問支援対象者として真に支援が必要なこうした支援拒否ケー

スにどう対応していくのかは大きな課題である。  

現状では、一定期間の支援を行う中で明らかに支援拒否であり長期的な関わりが必

要な場合は、「地域ケア会議」などの手法を活用しながら包括に引き継いでいる。よっ

て、本事業としての支援はそこで終了としているが、支援拒否の理由を検証しないま

ま今後も支援拒否ケースを包括に引き継いではならないと考える。  

支援拒否ケースについては、一度訪問して拒否であったからすぐに関与を中止する

のではなく、家族や関係者から情報を収集して、キーパーソンと一緒に訪問するなど

の工夫したアウトリーチを重ね、継続的に関与していける糸口を模索しながら支援に

つなげていくことは必要不可欠である。  

一方、支援拒否ケースの中には、生命の危機や虐待があり得る場合を想定して介入

判断と介入方法についても検討しておく必要がある。衰弱などで生命危険の可能性が

疑われる場合は区役所・保健福祉センターなどと連動して緊急介入が必要である。本

人の判断能力が低下していることが明らかで、支援を拒否しているという認識がない

と疑われる時には、「セルフネグレクト」として高齢者虐待に準じた介入対応とするこ

とも可能であると考える。  

また、支援拒否の状態が続き、なおかつ同居家族が本人への面会を拒否する場合な

どは、介入の判断が非常に難しいため、継続的に情報を収集しながら包括などの関係

機関と協働していき、一定期間で引き継ぐこととなる。  

また、支援拒否ケースのモニタリング実施時期や方法については、一律にその基準
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（４）今後の全市展開に向けて 

を定めるのではなく、ケースの状況に合わせて時期や方法を決定することが望ましい。 

 

＜結論・考察＞ 

支援拒否ケースについては、支援を拒否する理由や背景にあるものをアセスメント

し、適切な支援機関に引き継ぐ仕組みを構築するため、今後も実践を重ねながら、ア

ウトリーチ手法及び初期集中支援としての支援終了判断基準や、支援機関への引き継

ぎ等について、引き続き検討していくことが必要である。また、包括に引き継ぐ場合

においても「地域ケア会議」の主催は包括であり、開催の判断は包括が決定するもの

であることから、どのような状況・タイミングで「地域ケア会議」を開催するのかの

一定の基準を設けることも必要と考える。  

支援拒否ケースへの関わりは、非常に高いソーシャルワークのスキルが求められ、

包括職員と同等またはそれ以上の専門性が必要である。そのためには、チーム員のス

キルアップの研修を充実させることも重要である。  

また、例えば訪問支援対象者の中には、包括の支援は望まないが区役所などの公的

機関の支援・関与は受け入れる場合がある。本事業の支援拒否ケースにおいても区役

所の保健師や精神保健福祉相談員との同行訪問が支援介入の糸口となる有効な手段の

一つである。 

 

その他 

 モデル事業において、チーム員が本来の専門性を発揮し、事業を円滑にすすめるた

めには、本事業受託法人とチームを設置している包括のバックアップが必要不可欠で

ある。法人はチーム員が専門職としての対応に専念できるような環境を整備し、事業

受託包括が圏域内他包括との調整などの役割を担うことが、本事業の成果に結び付く

ものと考える。法人が本事業を受託しても安定した運営が継続できるように、委託期

間や委託費を工夫し、長期的な専門職の確保や人材育成ができる仕組みづくりが本市

に求められる。 

 

 

ア  本事業を推進していくため、市、区、地域レベルの会議の必要性 

＜市レベル＞ 

国の地域支援事業実施要綱では、認知症初期集中支援推進事業の実施主体は、医療・

保健・福祉に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」

(以下「検討委員会」という。）を設置するとともに、検討委員会が関係機関・団体と

一体的に当該事業を推進していくための合意が得られる場となるよう努めることと規

定されている。 

本市においては、認知症の人を支援する施策について、国の動向や本市事業の実施

状況等の情報や課題を関係部署が共有の上、協議、検討、調整を行い本市施策を推進

することを目的とした認知症高齢者等支援プロジェクトが設置されているため、平成

26 年 9 月 10 日認知症高齢者等支援プロジェクト検討会議を開催し、本事業における

検討委員会を認知症高齢者等支援プロジェクト設置要綱  第 9条に基づくワーキングに

位置づけることとなった。  

本ワーキングは、地域医療支援関係者、相談支援・権利擁護にかかる専門家、学識
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経験者からなる外部有識者の出席を求め開催することとしている。今年度は計 4 回開

催し、本事業の進捗状況、平成 27 年度以降の設置スケジュールや設置場所、事業の中

間とりまとめや最終とりまとめ、平成 27 年度受託事業者の公募などについて検討を行

った。 

本事業を推進していくにあたり、効果的な事業運営や全市的な方向性を導き出すた

め有効に機能させ、今後とも本支援チームの設置及び活動状況について検討し、認知

症初期集中支援を行う日常生活圏域を含む地域の関係機関や関係団体と一体的に推進

していく必要がある。  

 

＜区レベル＞ 

本事業は区単位で実施しており、実施区において円滑に取り組みを推進していくた

めには関係機関との連携が不可欠である。そのため、今年度は次のメンバーで構成す

る区レベルの関係者会議を計 5 回開催した。 

その中で普及啓発・広報活動の効果検証を行い、効果的に潜在する認知症初期の方

を把握するための手法について検討した。また、ケースの進捗管理を行うとともに、

本事業を実施する中で見えてきた課題の抽出などを行い対応策について検討した。  

さらに、使用帳票についても検討し、より現場実態に即した内容に改善を図るなど

帳票類の整備を行ってきた。  

なお、本事業を専門的・学術的見地から助言を得るため、認知症高齢者等支援プロ

ジェクトワーキングチームメンバーから学識経験者がスーパーバイザーとして、関係

者会議へ出席することとなった。  

 

＜関係者会議構成メンバー＞ 

   ・スーパーバイザー 

   ・事業実施区医師会理事 

・認知症疾患医療センター医師 

・事業実施区保健福祉センター 

・本事業受託法人 

・チーム設置包括 

・認知症初期集中支援チーム 

・福祉局高齢者施策部高齢福祉課 

このような中で、区レベルで開催してきた関係者会議では、次の 2 つの内容を議論

するための機能を担ってきた。これは、特定の区におけるモデル事業として実施した

ことにより実施できたものと考えられる。  

 

①地域の取り組みとしての進捗管理 

    →地域課題の抽出と検討・分析と実践のための会議 

②業務としての進捗管理 

   →事業の進捗管理と、スーパーバイズのための会議 

 

本会議はこれまでチームの効果的な活動に有効に機能してきたことから、少なくと

も、本事業が地域で安定するまで当初の期間は、進捗管理や地域の実情に応じた課題

の抽出を行い、その都度問題の解決を図り、事業の進捗管理を行っていく必要がある。  

また、今後は、モデル事業実施で得られた経験から、同会議には実施区内の他の包
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括（圏域内協力包括）の出席があれば、より関係者間の連携強化が図れるものと期待

できるが、必ずしも本会議の単独開催とする必要はなく、例えば包括連絡会など他の

認知症関連会議にチーム員が参画することにより、会議運営の簡素化を図ることも一

考である。 

なお、次年度からの 3 区実施や今後の全市展開を見据えた場合、より効率的・効果

的な会議運営を行う必要があるため、①の機能については、区単位で受託法人が隔月

程度の頻度で主催し、②の機能については、本市主催により、市域全体の会議として

四半期に 1 回程度の頻度で開催することが望ましい。  

 

＜地域レベル＞ 

国の地域支援事業実施要綱では、認知症初期集中支援の実施内容として、専門医を

含めたチーム員会議を開催することとされている。  

初回訪問後、訪問支援対象者毎に、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、

支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行い、必要に

応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、市町村関係課職員等の参

加も依頼するよう規定されている。  

本市のモデル事業においても、初期集中支援のケース数に応じて随時開催してきた。

個別ケースの検討を毎回実施し、初期集中支援終了の判断や、引き継ぎ後のモニタリ

ング状況の情報共有に至るまで、会議内容は本事業の根幹をなすものであるため、チ

ーム員会議は随時開催していくことが必要である。  

なお、今後、後方支援を行う認知症疾患医療センターとの連携のあり方についても

検討していく必要がある。  

 

 

認知症高齢者等支援プロジェクトワーキングチーム 【検討委員会】

全市での事業実施を見据え、本事業をどのように推進していくかを検討

関係者会議

事業実施区において、効果的な広報普及啓発及び潜在化している訪問支援
対象者の発見に結び付けるための地域性の分析、地域の医療機関との連携や
チーム員へのスーパーバイズを行う

チーム員会議

訪問支援対象者ごとに、アセスメント内容を総合的に確認し、支援方針、支援
内容や支援頻度等の検討

市レベル

区レベル

地域レベル
(個別ケースの検討)

図表 7-2 
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イ  人材の養成、質の確保 

本モデル事業の取り組みから見えてきた課題として、初期集中支援業務の中で訪問

支援対象者が認知症に対し、心理的負担を感じることがないよう、本人はもちろん、

家族や情報提供者などの関係者に対しても十分な配慮が求められる。また、認知症が

あることについて理解・認識されていないなどの認知症初期の方へのアウトリーチの

難しさ、さらに支援拒否ケースへの関わりの困難さが指摘されている。こうした課題

を克服するためには、チーム員の養成や質の確保は必要不可欠である。そのため、国

が必須としている「認知症初期集中支援チーム員研修」（チーム員養成研修）のみなら

ず、体系的な研修を実施していく必要がある。  

認知症の医学的知識はもとより、ケアマネジメントやソーシャルワークをはじめ地

域連携のあり方に至るまで、専門的な研修を実施するとともに、弘済院が培ってきた

スキルや知識・技術をフルに活かし、鑑別診断や治療、福祉施設等現場における支援

の実際を学ぶ機会を設け、認知症の方への接し方と家族への支援方法を習得するとい

った実習プログラムも盛り込みながら、体系的に人材のスキルアップを図っていくこ

とが求められる。  

 

 

ウ  事業の質を向上させるための評価基準の設定 

今後、本事業を全市において展開していくにあたり、各受託法人（チーム）の取り

組みの質及び水準を確保し、より良い運営・活動につなげるため、事業の実施状況等

に対する評価が必要であると考える。  

そのため、本事業の委託方針に基づき、年度当初に事業計画を作成し、その内容に

対応した評価基準を設定する。その基準は、事業運営体制と専門性を評価する項目を

設定し、現状の課題をより明確にでき、次の計画に繋げるＰＤＣＡサイクルに沿った

評価とすることが必要と考える。  

なお評価結果は、本市のホームページへの公表や本事業の受託法人を選定する上で

の参考資料にするなどの活用を検討していきたい。  

 

 

エ  本市の状況（高齢者人口、事業実施地域・単位等）に応じたチーム設置単位 

○ ひとり暮らし高齢者に対する初期集中支援 

本市は、ひとり暮らし高齢者が最も多い政令指定都市であるという特徴がある。  

本事業において、支援を行ったケースの中でも、ひとり暮らし高齢者は全体の 50.9％

と過半数を占めており、介護保険未申請で近隣とのトラブルが発生していたケースや、

キーパーソンが不在であり、かつ本人が支援を拒否するケースが散見される。これら

のケースも、初期集中支援を行うことにより、認知症医療や必要な介護につながり、

包括や介護支援専門員等へ引き継ぐことができ、また、地域ケア会議を開催し見守り

体制を構築するなど一定の成果が見られた。  

ひとり暮らし高齢者は地域で孤立化しやすい傾向があるため、人知れず認知症が重

篤化することのないよう、早期発見・早期診断・早期対応を行うための効果的なアウ

トリーチ手法を行う本事業の取り組みは有効である。  

具体的な手法として、これまで培ってきた地域での連携の基盤を活用し、地域のキ

ーパーソンとなり得る人にアプローチすることが必要である。また、平成 27 年度から

事業実施する「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」の見守り相談
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室とも連携を図ることにより、ひとり暮らし高齢者の状況を把握し、地域と協働で積

極的にアウトリーチを行っていくなど地域づくりも併せて行っていく必要がある。  

さらに、地域からの情報が届き、うまく本支援チームにつながったとしても、本人

との信頼関係づくりを上手く行い、スムーズに介入していくためには、チーム員とし

ての力量が問われてくるため、本事業に従事する人材の資質向上を常に図っていくこ

とが必要である。  

 

○ 各日常生活圏域（区）で実施することの効果、意義 

国は、認知症の方が地域での生活を継続することができるよう、日常生活圏域を基

本単位とした地域包括ケアシステムの構築を推進しており、今回の介護保険制度改正

の中で、認知症初期集中支援推進事業を包括的支援事業に位置付けている。  

本市では、日常生活圏域である区を基盤として、平成 20 年度から認知症医療、介護・

福祉の地域連携体制の定着・発展を目的とした認知症高齢者支援ネットワークを構築

するため、各区の状況に応じて段階的に取り組んできた。この取り組みが着実に奏功

し、関係機関同士の顔の見える関係が深まり、多くの有機的な連携がうまれ、成果が

上がってきているところである。  

本モデル事業の取り組みでも、東淀川区認知症高齢者支援ネットワーク連絡会議に

参加し、区内関係機関に事業周知・広報を行い、対象者把握への情報提供等の協力を

依頼した。年度末には、実践から見えてきた区内の認知症初期の方の状況や課題等に

ついて報告を行った。また、東淀川区医師会認知症診療ネットワークからは、かかり

つけ医がいないケースへの医師の紹介等、医療面での協力をいただくことができた。

さらに、各包括圏域内で取り組まれている小地域ネットワーク連絡会議に参加し、地

域の関係機関や介護者家族、町内会関係者等との顔の見える関係づくりに取り組んだ。 

地域で潜在している認知症である又は認知症が疑われる人を把握するためには、関

係機関をはじめ地域住民等の協力が不可欠である。モデル事業実施期間約 8 ヶ月の取

り組みの中で、ひとり暮らしの方（独居（単独））は 27 人（54％）であり、そのうち

介護サービス未利用者は 17 人（63％）であった。これらの方に対してもアウトリーチ

を行い、現在も支援継続中を除く 42 人（93.3％）を在宅生活が継続できるように必要

な支援を導入できたことは重要な成果である。当初は包括からの情報提供が主であっ

たが、広報・普及啓発活動が進むにつれて地域団体や地域住民等からの情報提供が増

えてきたことからも、区内のネットワークに参加し、顔の見える関係づくりに取り組

むことが、対象者の能動的把握につながるものと考えられる。  

本事業は、対象者を適切な支援機関に結び付けるとともに、認知症の方を支援する

ネットワークの早期発見・早期支援・早期対応機能をより強固なものとする機能を有

している。本市では、認知症高齢者等を支援するネットワークは日常生活圏域（区）

ごとに構築してきており、この基盤を活かして本事業を推進していくことが最も効果

的・効率的である。   
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認知症になっても本人の意思が尊重され、必要な医療・介護サービス等に速やかに

つながり、住み慣れた地域での在宅生活が継続できる社会を実現することが本事業の

目的である。 

これまでの認知症高齢者等の数は、いずれの自治体においても介護保険認定調査結

果をもとに推計されていたが、平成 25 年厚生労働省研究班の発表による地域住民の有

病率調査とは大きなかい離があることが明らかになり、認知症を発症しても支援につ

ながっていない地域住民が多数潜在している可能性が示唆されている。本モデル事業

でも介護保険未申請の訪問支援対象者が 50%を占めていたが、支援を必要とする主な

理由が BPSD である人が多く、さらに今回鑑別診断を受けた人で神経心理検査が実施

された 5 名の MMSE（mini-mental state examination）が平均 14.6 点（30 点満点）

であるように、認知症の中等度以上と考えられる症例が多いことから、地域で適切な

支援につながらずに認知症が進行している人が少なくないと考えられる。 

一般に都市部、特に本市においては、高齢者世帯にしめるひとり暮らしの割合が高

いため、誰がいつその変化に気づき、どのように適切な支援につなげるのか、さらな

る経験を積み重ね、より有効なアプローチ方法を確立することが求められる。  

また、本事業では訪問支援対象者の支援拒否事例が多数経験された。他者が自分の

生活空間に入ることを拒む人、福祉の支援を拒む人、認知症初期の人を支援する適切

な居場所がない場合や、本人の病識の欠如によるものなど、理由は様々と考えられる

が、今後本事業を進めていく上で、具体的にどのような方法で支援につなげるのか、

チームのスキルアップを含めた支援者の継続的な人材育成と関係諸機関の連携システ

ム、多様な住民がお互いに支えあえる地域づくりの推進が必要である。  

今後、全市展開を見据えてさらに有効に本事業が運営されるためには、チームが能

動的かつ効率的に活動でき、その有用性が地域で認知される必要がある。広報・普及

啓発活動の推進とともに、訪問時の情報収集、収集してきた情報のアセスメント、関

係者と適切に情報を共有するためのコミュニケーション能力などの向上が求められ、

長期的視野に立った人材育成システムとの連動が必要である。また、地域資源のコー

ディネートとともに、専門的見地からの見解が必要となるため、医師をはじめとした

関係機関の協力が不可欠である。  

最後に、今回のモデル事業では、介入後に 93.3%が在宅生活を継続できている。こ

れは本事業が進められることで、市民が住み慣れた地域での生活を継続することの一

助となる可能性が示唆されていると考えられる。今後は、条件の異なる地域での実施

を通じて、より有効な手法を検討し、全市展開に向けて事業を進めていきたい。 
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