
20 

 

② 訪問支援対象者の把握経路 

大阪市では相談窓口を一般に公表しており、様々な経路で対象者を把握し、相談を受け付け

ることとなる。表 3-3 は主な把握経路と具体例を挙げている。 

表 3-3 訪問支援対象者把握経路と具体例 

把握経路 具体例 

チームへの直接相談 本人、家族など当事者からの電話、来所などの相談 

他の相談機関からのつなぎ 

包括、ブランチ、ケアマネジャー、医療機関、保健師、

生活保護課、区社協、認知症地域支援推進員など個別支

援を行う機関からの連携依頼 

広報・周知活動時の個別相談 
あいさつなど広報活動時の相談、地域活動先での相談、

出張相談会、啓発事業の相談コーナーなどでの個別相談 

連携機関からの情報による個別相談 
地域関係者や知人からの相談、警察からの情報提供、事

業所・企業・団体からの対応相談や情報提供 

既存リストの活用 
要支援者名簿、介護保険非該当者、要援護者名簿、見守

りネットワーク登録者などの活用 

 相談の受付 

参考帳票 

帳票番号① 対象者把握チェック票 

帳票番号② フェイスシート（訪問支援対象者 基本情報） 

帳票番号⑤ 支援経過記録票 

 

① 相談の受付と留意点 

相談は電話、来所、訪問などその手段に依らず受け付けることができる。 

どのような場合においても、相談者の話を傾聴しながら、必要事項を確認し、その内容を書き

とめ、「帳票番号② フェイスシート」「帳票番号⑤ 支援経過記録票」に整理し、記録する。 

また、把握された対象者が「⑵-① 訪問支援対象者の要件」に合っているか確認し、「帳票番号

① 対象者把握チェック票」に記入する。 

なお、本事業の訪問支援対象者ではないことが明らかな場合も、丁寧な対応を心がけ、相談者

の困りごとに応じて適切な支援機関を紹介するなどの対応を行う。 

相談対応においては次の点に留意する。 

 相談者の特徴に合わせて相談を受ける。 

 誰が困っているのかを整理する。 

 対応が必要なことに優先順位をつける。 

次の表 3-4 は相談者の特徴と対応のポイントについてまとめたものである。 
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表 3-4 認知症に関する相談者の特徴と対応のポイント 

相談者 特徴 ポイント 

本人 

不安感のピークや認知症に

関する情報をきっかけに相

談に至りやすい 

不安の元となっている事象や情報を聞き取り、安心感を

与えられるよう対応する 

自身の症状や記憶障がいの

詳細を訴えるケースが多い 

うつ傾向による健忘などの可能性もあり、断定的な言葉

をさけ、判断に必要な情報を中心に聞き取る 

別居家族 

客観的な変化に気づきやす

く、同居家族より比較的早

期に相談に至りやすい 

本人の変化にショックを受け、混乱していることも多

く、症状などを掘り下げるより、相談者との信頼関係の

構築を主に対応する 

本人の生活障がいの詳細を

把握しにくい 

同居者や家族、支援者など、詳細を知る関係者について

聞き取り、連絡がとれるよう調整する 

本人や介護者に相談の同意

を得ていないことがある 

相談者の相談経緯や意図、本人らとの関係性を聞き取

り、支援の受け入れにつながるよう情報収集を行う 

同居家族 

本人の変化に気づきにく

く、別居家族より相談が遅

れがちになる 

本人が重症化していることも多く、相談者からの聞き取

りが重要だが、短時間複数回に分けたり、別途場を設け

るなど相談者の負担にならないよう配慮する 

訪問対応による本人の症状

悪化や本人との関係悪化を

恐れる 

チームの役割や支援の具体、本人の心的負担に配慮した

面談方法など、相談者が安心できるような情報提供を交

え対応する 

介護者 

介護者自身の困りごとの訴

えが主になりやすい 

困りごとの背景にある本人の生活障がいや症状などを、

介護者の心情に配慮しながら聞き取り、訪問支援につな

がるよう働きかける 

精神的・身体的に疲弊して

いることがある 

介護者自身の健康被害や、虐待事例の可能性も視野に入

れて聞き取りし、場合によっては介護者支援を優先し、

対応する 

情報のみを求め、直接支援

に消極的になりやすい 

安易に情報提供を行わず、できるかぎり相談経緯の聞き

取りや、支援内容について情報提供するなど直接支援に

つながるよう対応する 

地域住民 

事業所 

企業・団体 

など 

トラブルなど各機関の困り

ごとの訴えが主になりやす

い 

相談者の心情に配慮しながら、実態や事実確認など客観

的な情報を中心に聞き取り、支援機関の後方支援が中心

になる場合は、認知症地域支援推進員と連携し、対応す

る 

本人の情報が不足している

ことが多い 

包括など他の相談機関と十分に情報共有を行い、早期に

役割分担した上で対応する 
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② 訪問支援対象者であることが確認できた場合 

 本事業の訪問支援対象者であることが確認できた場合は、引き続きアセスメントを開始し

てもかまわない。しかし、以下に挙げるような理由で、相談受付時にはアセスメントが行え

ない場合も多い。その場合は改めて、訪問または来所等によって相談者と面接し、アセスメ

ントを行えるように調整する。 

相談受付時にはアセスメントを行えない理由 

 初回では、まずは、関係づくりが優先されるため 

 電話での相談のため細かな質問はできないため 

 面談時間が限られているため 

 近隣住民からの相談で情報が不明確なため 

 同居していない家族からの相談で、情報が不足しているため 

 情報収集 

参考帳票 

帳票番号⑥ 認知症初期集中支援における個人情報使用同意説明書・同意書 

 

相談受付時に得た情報に加え、関係者等へ情報収集を行うことで、事前に対象者の状況を確認する

ことができ、初回訪問およびアセスメントを効率的に実施することができる。 

相談者が包括・ブランチ以外の場合は、圏域の包括がすでに支援している可能性もあるため、本人

や相談者の同意の上、または後述する大阪市の個人情報の共同利用ルールに従って、圏域包括と十分

な情報共有を行う。包括からの協働依頼においても同様に情報共有を行う。 

 

① 個人情報の取り扱い 

 チーム員は個人情報保護法の規定および、大阪市個人情報保護条例を踏まえ、訪問支援対象者

および、対象者世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由

がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 チーム員は訪問支援対象者およびその家族等に対し、「帳票番号⑥ 認知症初期集中支援にお

ける個人情報使用同意説明書・同意書」を用いてチームの個人情報の取り扱いについて説明し、

本人もしくは代諾者の同意を得る。説明、同意においては、安易に代諾のみを求めるのではな

く、本人への意思決定支援を十分に行うこと。帳票は二通作成し、一部は支援対象者、一部はチ

ームが保管する。なお、本帳票はチーム支援に関する個人情報使用について、支援対象者へ理解

と同意を得ることが目的であり、同意書を得ることが目的とならないよう留意願いたい。 

 なお、相談支援機関における個人情報の共同利用については、下記本市ホームページを参照の

こと。 

 

≪ 大阪市の相談支援機関における個人情報の共同利用（大阪市ホームページ）≫ 

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000337851.html 
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 観察・評価（初回訪問を含む） 

参考帳票 

帳票番号②  フェイスシート（訪問支援対象者 基本情報） 

帳票番号③-1  DASC-21 

帳票番号③-2 DBD-13 

帳票番号③-3 認知症タイプ分類質問票 

帳票番号③-4 身体・日常生活状況等チェック票 

帳票番号⑤  支援経過記録票 

 

 認知症アセスメントシートを用いた情報の収集を行う。初回の観察・評価は来所面談やチーム員の

家庭訪問によって実施されるが、本人の住まい、暮らしの様子などを把握するために、可能な限り、

自宅へ訪問して観察・評価を行うようにする。ただし、対象者本人から訪問の了解が得られていない

場合には、訪問の方法について支援関係者間で十分に検討する必要がある。次に訪問に至るまでの実

際の過程を示す。 

① 訪問の準備 

 訪問同行者の調整 

 相談者(家族など)、本人が信頼している人、本人の生活状況をよく知っている人に訪問

の同行、同席を依頼する。 

 本人からの訪問の了解がまだ得られていない場合には、訪問了解を得るための本人への

説明の仕方を検討しておく。 

 訪問の前に、家族、地域の人、関係者等から情報収集しておく。 

 訪問の約束は本人と関わりのある人が調整する。 

 警戒心や拒否が強い場合は、本人の状況に合わせて訪問の仕方を検討する。 

 区保健師、包括や主治医、介護事業者との連携を常に意識し、早期からの役割分担や情報共

有を行う。 

② 初回訪問の実施 

 初回訪問は原則として、訪問支援対象者の情報把握もしくは相談を受けた翌日から４営業日

以内に行う。 

 訪問所要時間の目安はおおむね２時間以内とし、訪問支援対象者本人、同席者などの了解が

あれば２時間を超えても差し支えないが、相手の疲労度を考慮し、短時間・複数回の訪問によ

る関係構築など、支援対象者の状況に沿った時間配分が必要である。 

③ 訪問体制 

 複数視点でアセスメントを行うため、医療系職員１名、介護・福祉系職員１名の原則２名以

上で行う。 

 本人や家族に安心感をもってもらえるよう、時間、人数、場所などにも配慮する。 
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 相談の内容を予測して、適切な関係者や支援者の協力を得ながら、持参する情報や人員など

を調整する。 

 訪問者の危険を回避できる体制を取れるようにする。 

④ 実施内容 

 事業目的とチームの役割、初期集中支援を行うことの説明と同意。 

 基本的な認知症に関する正しい情報の提供。 

 専門的医療機関への受診勧奨や介護保険サービスの利用勧奨。 

 本人および家族、介護者への心理的サポートや助言。 など 

⑤ 訪問時の留意点 

 自己紹介をし、訪問目的を伝える。 

 本人と家族の話を傾聴する。 

 本人との信頼関係の構築を図る。 

 本人のこれからの生活に対する意向を確認する（本人が大事にしていること、得意なことな

ど）。 

 家族の介護への意向を確認する（家族間で意見が違う場合があるので注意）。 

 キーパーソンとなる人を見つける（独居の場合は特に重要） 

 本人の心身の状態や生活状況を観察し、家族や訪問した関係者との間で情報が共有できるよ

うにする。 

⑥ 観察・評価（アセスメント）の実施 

 アセスメントシートを活用して、認知症の総合アセスメントを行い、本人の心身の状態や

生活状況に関する情報を収集する。 

 アセスメントは複数人で行い、DASC-21 の記入は医療職が行うこと。 

初回のアセスメントでは、以下のようなすべての項目について十分な情報収集ができない

ことも多い。まずは「認知症が疑われるか否か」「緊急対応を要する課題はないか」につい

て評価し、複数回の訪問や面談、情報収集によって総合アセスメントの全体をまとめる。ま

た、必要に応じ関係者からも情報収集を行い、地域の状況（地域力）についても把握する。 

対象者把握からチーム員会議までの間に、訪問拒否などによりアセスメントができない場

合は、チーム員会議で情報共有し、アセスメントの手段などについて検討する。 

以下に各アセスメントシートの概要について説明する。 

(ア)  DASC-21 (地域包括ケアシステムにおける認知症アセスメントシート)  

認知症によくみられる認知機能障がいや生活機能障がいに関する観察内容を評価し、支

援チームで対象者の状態を共有するためのツールである。評価結果から「認知症の可能

性」の有無を判断することができる。詳細な観察・評価・記入方法については、国テキス

ト「Ⅳ章 3 アセスメントツールの使用方法」を参照のこと。 

チーム支援の判断や支援方針の検討にも必要となる大切な評価であるため、聞き取りや情

報収集を工夫するなど、できる限り実施すること。 
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アセスメント内容 

 認知機能障がい：近似記憶障がい、遠隔記憶障がい、時間失見当識、場所失見当識、

道順障がい（視空間認知）、問題解決能力の障がい、社会的判断力の障がい 

 手段的日常生活動作-IADL：金銭管理、交通機関の利用、買い物、服薬管理、食事の

準備、電話の使用 

 基本的日常生活動作-BADL：着脱衣、入浴、排せつ、食事、移動、整容 

(イ) DBD13（認知症行動障害尺度） 

BPSD の程度をおおまかに評価することができる。その他、認知症によくみられる

BPSD として以下のような症状が考えられる。内容は後述の「身体・日常生活状況等チェ

ック票」や、具体や詳細については経過記録票などに記載する。 

症状例：アパシー（自発性低下）、睡眠障がい、易刺激性、被害念慮、抑うつ、誤認、

幻覚、徘徊、上機嫌、焦燥、不安、作話、興奮、暴言、暴力、介護への抵抗、不潔行

為、火の不始末、性的逸脱行為 など 

(ウ) 認知症タイプ分類質問票 

認知症のタイプをスクリーニングすることができる。それぞれのタイプについて特徴的

な症状があげられており、医療機関などとの円滑な連携が期待できる。 

(エ) 身体・日常生活状況等チェック票 

身体・日常生活状況と外出・他者との交流等の状況についてアセスメント内容を整理す

ることができる。区保健師が使用する様式に準じており、情報共有がしやすいよう作成さ

れている。 

アセスメント内容 

 身体・日常生活状況：バイタルサイン、身体チェック、IADL、身体障がい、行動障

がい、健康状態 など 

 外出・他者との交流等の状況：外出状況や外出しにくい要因、職業、趣味、役割、交

流、し好品など 

(オ) フェイスシート（訪問支援対象者 基本情報） 

初期集中支援や市への報告に必要な情報を整理することができる。一部は包括が使用す

る基本情報の項目や「認知症の人の受診のための連携シート」の項目に準じており、情報

共有しやすいよう作成されている。 

なお、本人の意向をはじめとした本人情報は、家族や支援者からの情報だけでなく、十

分に本人への意思決定支援を行った上で聞き取り、まとめること。 

アセスメント内容 

 ケース全般：相談経緯、本人・家族の意向、家族構成・関係、緊急連絡先、キーパ

ーソン、日常生活状況、趣味・嗜好、生活歴、１日の過ごし方、家庭内の役割、地

域との関係 など 
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 社会的状況：日常生活自立度、介護認定、障がい認定、健康保険、経済状況、住

居、サービス利用状況、関係者情報、主治医、主支援者 など 

 受診状況：現病・既往、病名、時期、医療機関、受診科、連絡先、医師名、受診経

過（通院頻度、通院方法、服薬状況など） 

(カ) 観察・評価の結果とそれに基づく初期支援 

 観察・評価の結果に基づき、以下の表 3-5 のような初期支援が考えられる。 

表 3-5  観察・評価の結果とそれに基づく初期支援とそのポイント 

支援項目 支援内容とポイント 

情報の提供と受療支援 

DASC の評価結果により、認知症の可能性がある場合には、アセスメント

シートを本人や家族に示しながら、どのような認知機能や生活機能に支障

をきたしている可能性があるかを丁寧に、わかりやすく説明する。認知症

の可能性があるが、認知症の医学的な評価がされていない場合には、主治

医（かかりつけ医）の有無を確認した上で、医療機関への受診勧奨を行い

診断につなぐ。また、継続的な医療サービスが得られるように支援する。 

身体を整えるケア 
身体状況のチェックから、水分摂取、食事摂取、排泄、運動などについて

助言し、身体の状態を整えるための必要な支援を行う。 

生活環境の改善 
生活環境のチェックから、建物の構造、段差、温度、日当たり、水回り、

音、調理器具、整理整頓等について助言し、必要な支援を行う。 

服薬管理 
服薬管理の状況を確認し、支援が必要な場合（特に独居の場合）には、服

薬管理を支援するための対策を講じる。 

介護サービスが必要な

場合の調整 
介護サービスが必要な場合には、サービス利用に向けた調整を検討する。 

介護保険サービス以外

の社会資源の活用 

介護保険サービス以外の社会資源の活用が必要とされる場合（例：生活支

援や家族介護者の支援）、活用できるサービスを検討し、利用に向けて支

援を行う。 

権利擁護に向けた調整 
特に独居の場合など、成年後見制度等、権利擁護のための支援が必要な場

合にはその調整を行う。 

緊急対応 

緊急対応を要する課題がないか確認する。(特に独居の場合は注意する) 

・水分、食事が確保できているか。 

・現金があるか。 

・ライフラインが止められていないか。 

・重篤な健康問題がないか。 

・虐待の可能性はないか。 

・家族介護者に重篤な健康問題はないか。 

課題が確認された場合は、チーム員で迅速に支援策を検討し、関係機関に

協力を求め、速やかに対応する。 

 


