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November 14, 2013, Tokyo 

シンポジウム１ 

 

地域包括ケアと認知症 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

日    時 11 月 14 日（木）13:00 ～ 15:00 

シンポジスト 

天本 宏 （医療法人財団天翁会理事長） 

伊藤弘人  

（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所社会精神保健研究部長） 

小林利彦  

（浜松医科大学医学部附属病院医療福祉支援センター長・特任教授） 

田中志子 

 （医療法人大誠会 群馬県認知症疾患医療センター内田病院理事長） 

山口晴保 （群馬大学大学院保健学研究科教授） 

座    長 小山秀夫 （兵庫県立大学大学院経営学科教授） 

主    旨 

介護保険制度における地域包括ケアシステムの完成には、地域の互助が前提

となっているため、公的介護サービス以外の生活支援サービスが必要であ

る。先行研究で高齢者のいる世帯では、都市部・地方にかかわらず、買い物

に不便を感じている世帯が約 5 割、一人暮らし高齢者世帯が生活行動の中

で困っていることは、「家の中の修理、電球交換、部屋の模様替え」「掃除」 

「買い物」「散歩・外出」「食事の準備・調理・後始末」「通院」「ごみだし」

などが上位にあがっており、公的介護サービスでカバーできないものが多い

ことが明らかになっている。また、ＮＰＯ等による生活支援サービスの利用

者の多くは、要介護認定を受けていない者か要支援者であり、住民の互助活

動による生活支援サービスや見守り活動は十分と言えない。特に、高齢者支

援を目的とする 60 歳以上の住民グループ活動は 5.9％ 、高齢者見守りネッ

トワークを形成している自治体は 36.8％ という調査結果もある。このよう

な観点から認知症を考えることも必要ではないだろうか。 
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[座長・小山秀夫氏（兵庫県立大学大学院経営学科教授）] 

 シンポジウム１、「地域包括ケアと認知症」について２時間のセッションです。今日は５

人の演者の先生方にお話しをいただいていこうと考えております。結構、激しい話になる

かもしれません。もともとは日本慢性期医療協会でこのテーマを選び、今日、ご登壇いた

だきます田中志子先生にアレンジしていただきました。 

地域包括ケアと認知症の問題については、抄録 89ページに、ちょっと訳のわからない趣

旨を私が書いています。その次のページにシンポジストのご略歴。本来ならばきちんとご

紹介すべきですが、ご略歴についてはこちらをご覧いただきたいと思っております。 

地域包括ケアについて、実際には昨年の 4月 1日の改正介護保険法上、「地域包括ケア」

と書いてあるのですが、どうも見えないんですね。「地域包括ケア」って、概念としてはで

きていっていることはわかるのですが、どうも見えないと言われております。 

ただ、もうこれ以上箱物をつくっていくのも難しいし、そろそろ認知症をどうするかを

考えなければいけない。「オレンジプラン」なんてプランもありますし、実際には社会保障

制度改革国民会議にも示されておりますように、地域包括、地域でやっていくしかないと

いう考え方は一応理解できるんですが、なかなか現実には難しい。「2025年までに完成すれ

ばいいんだ」って言っても、非常に難しいだろうと思います。 

医療やリハビリテーション、福祉、介護、予防、保険など、カバーする範疇はわかって

いるわけですが、一番難しいのはたぶん生活支援でしょう。今日もそんな話が出てくると

思います。生活支援サービスをどうするのか。多様な供給体制で NPOとかいろんなもので

やっていけるということ。あるいは地域でボランティアとかそういう人たちでやってもら

ったほうがいい、みたいな方向もありますが、本当にそれで対応できるのかどうかが非常

に疑問です。 

やはり、医療機関や社会福祉法人さんが運営する高齢者関係の施設などが、地域包括ケ

アにもう少し乗り出していただかないとどうにもならないのではないかという思いがあり

ます。 

抄録に少し書いてありますが、いろんな研究がたくさん出てきています。全国的に、買

い物や掃除、金融機関にお金を引き出しに行くなど、日常的な支援に関する様々な活動が

地域で展開されていますが、それが非常に不自由になっていると聞きます。郊外に大型店

がどんどん建ち、身近な場所の商店街が消えていく。車の運転ができなければ、買い物に

行けなくなってしまう。そうした方々を私は、“買い物難民“なんて言っていますが、そう

いうこともございます。 

「生活支援サービス」というものについて考えますと、地域で生活を継続していくため

に必要なもの、たくさんありますよね。その一つひとつがネックになっていくんですね。

特に、認知症ということになりますと、買い物、さて何を買っていいのかわからない。ど

こに行っていいのかわからない。そんなレベルの話がたくさんございます。 
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今日は２時間でございます。先生方には最初、「お一人 10 分ずつ」と申し上げたのです

が、たぶんこのメンバーでは 10分で済まないので、「お好きにどうぞ」と言ってあります。

会場の皆さんからもご意見を頂戴しながら進めさせていただきたいと思いますので、ご協

力のほど、よろしくお願いいたします。 

それではトップバッターは、天本宏先生にお願いいたします。天本先生のご経歴は抄録

にございますように、「老人の専門医療を考える会」を創設され、長年、東京都の多摩市で

地域ネットワークを展開しています。天本先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演１】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

認知症科の是非を問う 

 

天本宏氏（医療法人財団天翁会理事長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ただいまご紹介にあずかりました天本でございます。地域包括ケアシステムで重要なの

は、要するに組織的にどのように動くか。施設にあったサービスが地域に細胞分裂したよ

うな形で再統合しなきゃいけない。医療と介護、今まで我々は地域ケアより協働と言って

いた。これもシステムです。我々、専門職ほどマネジメントを学んでいない。 

今日は、地域包括ケアシステムについて、1974 年に東京都が８地区に分けて認知症の実

態調査を行い、「地域が重要だ」ということで、ずっと歩んでまいりました中でお話をさせ

ていただきます。 

現在、2013 年。160 万人ぐらいが 90 歳以上です。10 年後は倍になります。そして 30

年後は 550 万人が 90歳以上です。要するに 90歳以上ということは、認知症患者、虚弱高

齢者が急増するんです。「2025年に向けて」とよく言われますが、むしろ 2025年からどん

どん 90歳以上が増えるんです。90歳以上といいますと、ほぼ半分は認知症。もしかすると

６割が認知症になるんです。もう一つ、将来の人口推計から何を読み取るか。寿命と健康

寿命が追い付いていない。こういった視点から、認知症についてお話しさせていただく。 

90歳における終末期を考えますと、がん患者は 90歳以上は意外に増えません。がんはあ

る程度、余命期間が想定しうるんです。ですからホスピスケアとか家族も受け入れやすい

んです。ところが 90歳以上で増えるのは、非がん患者。認知症も増える。終末期余命期間

が想定しにくい。そのような中で、どのような手法、優先順位、価値観で対応するかにつ

いてはモデルがない。これから我々が作り出していかなければいけない。それは認知症と

いうものに対し、「認知症は病気である」という疾病医療では対応できない。 

認知症の場合、90 歳を過ぎて亡くなる時、長い期間にわたって徐々に機能が低下する。

食べなくなり、覚醒時間が短くなる。そして医療機関に入院して「食べなくなった。これ

を放っておくのか。餓死するんじゃないか」と、お医者さんや看護師にご家族が相談する。

餓死ではなく老衰、自然死だという文化が日本にまだできあがっていない。 

現在、８～９割が病院で亡くなっています。問題は、入院期間が長いことにあります。

しかし、病院は治療の場です。在宅医療がいろいろ進みますと、病院でしかできない治療

には何があるかを、よく考えていただきたい。医学的管理というのは、認知症にとって最

悪の状態です。治らない疾患に延々と治療し続ける。 



5 

 

我々は、長い老人病院の歴史におきまして、病院に入院して床ずれを作って、心不全を

つくって、せん妄状態をつくって、そしてまた治療し続ける。生活支援というような問題

を直視しなければいけない。死ぬために入院する。死ぬ場所として病院は正しいのか。私

はふさわしくないと思います。 

生活支援を医学的に考えると高次脳機能障害、要するに脳の細胞が減って形態的な変化

が起こる、あるいは骨、筋力が減る、機能が障害を起こして、脳の障害を起こして、生活

に支障をきたす。基本的日常生活動作は目に見えやすいが、手段的 ADLは見えにくい。従

って、介護認定によるポジションは低く位置づけられています。そして家族構成がどんど

ん減ってきますから、この手段的 ADLが落ちていくことに気づかない。遅れてから行いま

すので、結局は混乱して周辺症状にもつながる。後始末をしている。生活に支障をきたす

わけですから介護が不可欠です。認知症ケア、医療においては、医療あっての介護だし、

介護あっての医療です。これがどうしても重要です。 

かつて、「年を取ったら衰える」と言われていましたが、筋力に関しては使えば衰えない

ということが次第にわかってきました。学問的にもサクセスフル・エイジングということ

で、いろんなことで機能を維持するということは、今、いろんなチャレンジをしているわ

けです。従いまして、我々が新たな医療を進めるためには、前始末、後始末ではなく、少

しでも衰えないようにする。認知症にどういう関わりができるかどうかという意味で、当

然、生活習慣も大切だし、本人の様々な努力も必要になります。 

先ほど言いました手段的 ADL、高次脳機能障害です。入院して看護師さんが評価して、

心理テストで評価する。現時点では、ほとんどこの評価ができていません。しかも、人に

よってこの手段的 ADL が落ちていくのが別々で、一人ひとりみな違うわけです。従いまし

て、食事の準備ができない、整理整頓ができない。突然、地域包括支援センターからいろ

んな人々がお部屋の中に入らせていただくと、なんと統合失調と同じような、なんの片付

けもされてない、くさい食べ物が取り残されている。こういったようなことが起こる。 

我々は外来で薬を処方しますが、訪問看護で、薬が束になっていることに気づきます。

服薬管理、いろんな意味の管理が、自己管理ができていない。栄養、衛生、金銭。こうい

った問題が起こってくる。ですから、ここをきちっと評価して、そして、そこをサポート

する。要するに気づきなんです。見守りが必要だという意味は、この気づきです。そこを

補っていくことで生活を自立させていく。QOL に直結する障害、目に見えない障害という

ものを、いかに我々は気づきサポートしていかなければいけないか。 

タンパク質の変性からすると、先ほど我々の打ち合わせでも話題になりましたが、なん

と 47年かかるそうです。この変性を起こして亡くなる。ご本人は、眼鏡を持って一生懸命

探していたりね、いろんなことでご本人なりが気づく。ところが、ご家族がいないところ

が増えている。かかりつけ医もほとんど無視している。いろんな意味で生活に支障が出る。

生活障害。混乱が生じる。いかに早く適切な診断、総合的アセスメント。生活を評価する。

観察という視点が医療の中に、今、すぽっと抜けている。 
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医療の特性といいますか、どうしても病理や疾病、ネガティブデータ、管理、客観的デ

ータを重視しています。認知症で、この必要な部分というのはごくわずかです。でも、介

護というのは人文科学的に生活に着目する。その人、ポジティブデータ、できること、ク

オリティ・オブ・ライフ、そして思い、これらがやはり一体で提供されると、施設や病院

は決してふさわしくないという視点で、やはり地域である。安心できる居場所というもの

があります。そこに我々のサービス、個別のサービスが入るといったような形が地域包括。

これがシステム。いかにその人にふさわしいケアプランを作って 24時間 365日の稼働性を

もった形で対応していくかということで、我々は「あいセーフティネット」をつくった。 

認知症ケアの原則は、寿命を延ばすだけではなく健康寿命を延ばすこと。集団管理では

なく個別管理。施設ケアは集団、画一。だから施設化が望ましい。I－ADLを使い、補完し

ていく。生活している場で、残存能力を活用する。そして、安心したその人の居場所があ

る。 

身体的、要するに水分、便通、排尿いろんなものをきちんと見守って管理することによ

って、精神的、そこが抜けて精神症状だけに対応する。ここがやはり今、大きく介護の業

界の中でどんどん進んでいます。最終的には、自分で食べられなくなるのですが、それは

餓死ではない。老衰、自然死という文化をいかに地域の中でご理解していただくか。そし

て、我々医療界もそういう目できちんと対応できることが必要ではないか。 

社会保障、医療・介護のシナリオが２年ぐらい前に提示されました。急性期の病院が非

常に重要だと、いろんなことを言っています。そこに欠けているのは地域医療、プライマ

リケア。これについて何も触れられていない。「75歳以上」といった、漠然とした対象部へ

の従来型の延長線の認知医療、病院計画。今の地域医療計画もそうです。箱物だけの計画

です。地域で医療提供、地域になるんです。 

そこで、在宅医療、介護、福祉、ヘルス。関わる医療提供体制を充実させるというのは、

モデルがないんです。これから 90歳以上が増えるわけです。そこに対応する社会保障のシ

ナリオというのは、一次医療の再構築です。これは行政、医療人もその使命というものを

きちんと認識して行わなければいけない。いずれ人口も江戸時代に戻って、5000、3000万

人の世界になってくる。そういう中で、たかだか高齢化社会も長い歴史の中ですれば 60年

です。ここにどう対応するかについては、モデルがない。現場から発信していくべきでは

ないでしょうか。以上でございます。 

 

[小山座長] 

 はい、ありがとうございました。聞き入っちゃいました。お久しぶりです。では、次に

進めさせていただきたいと思います。伊藤弘人先生から「認知症医療地域連携クリティカ

ルパスと地域包括ケア」ということで、よろしくお願いいたします。 
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【講演２】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

認知症医療地域連携クリティカルパスと 

地域包括ケア 

 

伊藤弘人氏  

（国立精神・神経医療研究センター  

精神保健研究所 社会精神保健研究部長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

小山先生、ご紹介ありがとうございます。また、武久会長、中村理事長、富家大会長、

そして関係者の皆様、このような場でお話しできる機会を頂きまして、厚くお礼を申し

上げます。 

本日、大変楽しみにしてまいりました。以前から天本先生は「病院の入院患者だけが

医療を提供する対象ではなく、地域全体が病院である考え方で医療を提供する必要があ

る」というお考えをお示しになられてきました。その天本先生とご一緒できること、ま

た、田中先生、これからお話しされると思いますが、沼田市で地域づくりのネットワー

クをされています。 

そして司会をされている小山先生の研究部に以前おりまして、介護保険が認知症ケア

にどのような政策的なインパクトを与えるのかという研究をしました。ご一緒できます

こと光栄です。 

今日のテーマはまず、医療計画についてです。この４月から都道府県が策定する医療

計画の５疾病目に精神疾患が位置づけられました。この意味を考えてみます。 

 

OECDのそれぞれの国のサービス提供体制と保険とゲートキーパーがあるというも

のに準じて分類すると、日本は、民間が中心で公的な保険で行われていて、公的なゲー

トキーパー制度がないという特徴があります。同様な特徴はオーストリア、チェコ、ギ

リシャ、韓国、ルクセンブルグのシステムにみられます。こういうシステムの中でどう

地域包括ケアを考えていくかという観点が必要になります。 

医療計画を考えていく上で、一つの医療圏の中でそれぞれのメニューがあって、それが

連携していきますよということが、わかりやすいですが、こういった内容が都道府県の中
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で、緩やかなキャッチメントエリアがどう機能しているかというのを考えていかなくては

いけないのではないかと思いまして、地域連携会議という実行上のあるものを作っていっ

て、都道府県各行政はちゃんと機能しているかどうかを把握するような役割が必要なので

はないかと考えるに至りました。 

医療計画に関連して、指標として地域連携クリティカルパスの導入率などが入りまし

た。精神疾患の中では、特に認知症での地域連携クリティカルパスの開発が進められて

います。さまざまな地域で、また私たちもモデル地域で開発を支援しています。スライ

ドは把握している地域での連携パス開発活動の一覧です。 

診療報酬上、医療連携は 2008年に診療情報提供料で認知症が入って以来、精神疾患

において診療報酬化されています。特に認知症に関しての新設は目覚ましいものがあり、

地域連携パスと連動し始めています。ただし、ここで課題が見えてきました。すでに糖

尿病、脳卒中、そしてお薬手帳と、いろんな手帳が存在しています。複数の疾患を持つ

患者さんは、果たして何冊ぐらい持てばいいのでしょうか。さらに認知症の地域連携パ

スを加えるのもつらいなあと考えるに至りました。この過程で、とてもいい工夫の方法

を発見しました。 

スライドは国立循環器医療研究センターにおける脳卒中ノートです。バインダー形式

となった地域連携パスであることがおわかりになるでしょう。こういう地域連携パスで

あれば、必要な場合のノート部分をどんどん追加していけばいいわけです。熊本県の「火

の国あんしん受診手帳」（くまモン手帳）という認知症の地域連携パスも、バインダー

形式になっています。バインダー形式にすれば、疾患ごとのパスを複数持つ必要がなく

なり、それぞれの患者さんに最も適切なパスをカスタマイズしていくことができるので

す。 

次に、この手帳を、ＩＴを使ってフォローアップする仕組みの開発を、ナショナルセ

ンターでは始めています。その背景には、昨年度から開始された、6つの国立高度専門

医療研究センターによる、それぞれの専門疾病の患者さんのメンタルケアモデル開発の

プロジェクトがあります。６つとは、国立がん研究センター、国立循環器病研究センタ

ー、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センタ

ー、そして我々のセンターです。 

開発したＩＴシステムの一部に、閉じたメンバーによる Social Network Service 

(SNS)の仕組みがあります。地域連携会議のメンバーとして手帳の番号でＩＤ管理をし

ます。ある患者さんのページは、この人に関わっている人だけがこの画面を見ることが
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できます。ちゃんと治療を続けているか、薬を飲んでいるかということを確認できてい

ればいいと考えています。この活動をしながら、各地域で使っていただくように進めて

いるのですが、それほど多くの方をフォローアップできるというわけではありません。

地域連携パスまたは地域包括で担当している患者さん全てではなく、その中で濃厚にフ

ォローアップするグループを見つけて、その方々を支援するような仕組みに活用されて

いくか、現在の課題です。 

本シンポジウムのテーマである「地域包括ケア」に関して一つ問題提起をさせていた

だきます。対象者が誰なのでしょうか。我々の今までの検討から考えますと、田中先生

が後ほどお話しになる、高齢者の見守りネットワークであったり、多くの疾患を合併し

ている患者さん、単身の方、高齢の家庭、こういったグループがまず対象になるのでは

ないかと思います。重い方々で専門医療もしくは地域で見ていかなくてはいけないグル

ープが包括ケアを考えていく上で重要で、優先順位づけが必要ではないかと考えていま

す。 

少し話を変えます。先ほど天本先生のお話でもアドヒアランス、処方した薬の服用状

況に関することがありました。認知機能に障害のある方への効果的なアドヒアランス向

上方法に関して、これまでの研究結果をまとめますと２点あります。第１に継続的で頻

回な関わりです。第２に全て自動的な機器やシステムに頼るのではなく一定以上人間的

な交流、コミュニケーションを続けることです。 

これらのエビデンスからどうやって認証患者さんの服薬状況をモニターするか。まだ

この領域の研究は取り組みが始まったばかりです。このスライドの活動は長野県松本市

での取り組みで、ヨーロッパの服薬支援機器、目覚ましのように時間をセットした時に

音が鳴って薬が出る機器を使っています。傾けて薬を取り出すと音が止まります。在宅

の認知症の夫婦がお使いになられていて、家族の方が数日ごとに薬を詰めて対応してお

り、服薬時に毎回確認するよりずっと負担が減りました。 

また、先生方がご担当されている患者さんもお使いになっていると思いますが、服薬

カレンダーがあります。ご紹介したナショナルプロジェクトでは、こういった既存の服

薬支援機器にＩＴを介在させて、服薬をモニターし、必要であればリマインド機能を加

えていこうという共同研究が始まっています。 

以上のモデルや支援機器の開発ベースに、モデル地域での取り組みを始めています。

くまモン手帳には大変触発され、それぞれの地域の特性を加味した仕組みにしていかな

ければならないという思いを強くしています。それぞれの地域から地域のイメージを教
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えていただきながら、患者手帳の表紙をそれぞれの地域独特のものを作り始めていると

ころです。エビデンスに基づいた患者手帳に、ご当地ブランドを盛り込み、ＩＴ管理を

していく、そんなシステムを構築し、モデル地域で運用調査をまさに開始するところで

す。 

本日の話をまとめます。第１に、認知症の地域連携クリティカルパスが始まっており、

バインダー形式の患者手帳にすることによって、疾患を特異的でない形に統合できると

考えています。二つ目は対象者についてで、どういう方が地域包括ケアの対象者になる

かは重要な論点であろうという問題提起をさせていただきました。第３に地域包括ケア

のポイントとして、地域連携会議やモデル事業を広げていくことが重要であろうという

点です。その事例として、当センターも関係していているナショナルプロジェクトで服

薬支援機器や患者手帳をつなぐＩＴシステムの開発をしながら、そのシステムを用いた

モデル地域での運用を始めていることをご紹介いたしました。これからの地域包括ケア

を考え、議論する手がかりのひとつになれば幸いです。ありがとうございました。
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【講演３】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地域包括ケアシステムにおける 

急性期病院地域連携室の役割 

 

小林利彦氏 

 （浜松医科大学医学部附属病院 

医療福祉支援センター長・特任教授） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

本日、このような発表をする機会を頂きましてありがとうございます。おおよそ、この

テーマから一番遠そうな大学病院から来ました。ここに「急性期病院の地域連携室」と書

いてありますが、どちらかというと地域の在宅支援病院や地域医療支援病院のようなとこ

ろの連携室の役割ということで、急性期病院がどんなことを考えているのかというお話が

できれば良いのかなと思います。 

私の所属は医療福祉支援センターというところです。いわゆる普通の病院で地域連携室

と言われている部署です。受診予約のような前方連携と、退院調整や地域連携パスに関わ

る後方連携、それから各種相談窓口が一括となったセンターです。今回のテーマで言いま

すと、退院調整や色々な相談に関して、この部署に、私どもの病院は 613 床ですが、常勤

換算で看護師が 2.5 人、ソーシャルワーカーが 3 人、事務が１人と、大体 100 床に１人ぐ

らいのスタッフがいるイメージです。その中に１人、私がいるといった状況です。 

スライドは厚労省のデータです。いわゆる 7 対 1 の急性期病院の退院患者さんがどうな

っていくのかを表しています。これを見ますと 74%は普通に帰る。おそらく通常の院内パ

スなどを含め、普通に問題なく帰る。それからケアミックスみたいな病院で 15％ぐらいが

院内の他病棟へ移るということになります。要するに、退院調整部門の役割は、おそらく

急性期患者の 10％～11％ぐらいのところに役割があるのかなと。後で述べますが、私ども

の病院で５～６％の患者さんに退院調整の支援等を行っています。 

認知症の患者さんなどは、在宅やグループホームなど、地域にお帰しするようになるべ

くしているわけですが、実際、それは全体の中の１％に満たないぐらいの状態です。全体

の平均としてこういった状況があると思います。 

私どもの病院は、年間の退院患者さんが大体１万人を超え、１万 1000 人～1 万 2000 人

ぐらいです。その中で毎月 50件くらいの退院調整の依頼が私どものセンターに来ますので、

大体 5％ぐらいということです。年々、患者数というか退院調整の依頼件数も増えてはいま
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すが、実際は大体 6割ぐらいは施設系に流れていって、4割ぐらいが在宅に流れます。従い

まして 600 人の中の 40%ぐらい、240 人ぐらいが在宅に流れていくということで、全患者

さんの 2％ぐらいですから、先ほどの厚労省のデータの倍くらいを在宅に帰す努力をしてい

るということです。 

実際、患者さんの希望はなるべく最後の最後まで、可能な限り在宅に居たいという方が

６割ぐらいは居るとされていますので、もう少し在宅へ帰すことを頑張ってみたいなとは

思っております。そういった退院調整の患者さんの多くは、がんのターミナルや脳卒中、

そして大腿骨頸部骨折、肺炎と、何となく想定されるかと思いますが、認知症がメインで

は来ないんですよ。認知症だけという患者さんは居ないのですが、認知症の患者が居ない

のかというといっぱい居るわけです。認知症の割合というのは、はっきりしたデータベー

スがなかなか取りにくいのですが、おそらく 10％か 20％。当院の看護師によると「２割ぐ

らいの患者さんが認知症です」なんて言いますので、大体これぐらいの感じで主疾患にダ

ブって認知症患者さんが居るのが実態ではないかと思います。 

どんな事例かというと、一例を出してみます。例えば、83歳と 85歳の夫婦で、どちらも

要支援１ぐらいの状態で、お互いがお互いをおかしいと思いながら自分が看ていくという

自覚があって、なかなか色々なサービスが入っていかないという、こういう家庭がある。

夫が肺がんで入院してきて、外来の医師は、これは普通に急性期の治療ができるだろうと

考える。実際は転移などがあって手術はできませんので、放射線化学療法をしようとか、

内服治療しようと入院させるのですが、どうもおかしいなということで、「とても治療が続

けられないよ」となり、私どものセンターが介入して地域包括支援センターと連絡を取り、

訪看を入れて、内服管理等をお願いして何とか帰す。 

しばらくすると今度は、奥様のほうがもともと肺がんの手術をしていたのですが、腎機

能が悪くなって、またこれも外来の医師の判断が正しいのか怪しいのですが、透析をやろ

うということになる。このように色々な諸状況も含め、急性期の医師の専門性という部分

が問題になるのだろうとは思いますが、実際には、あるところまでいってしまって、どう

も通院透析は無理だと。また、肺がんの術後でイレッサも内服しないといけない、透析後

に訪看が内服対応するとか、透析までの病院の送迎を考えるとか、結局、家事全般もでき

ませんので、そのへんで地域の住民に依頼をするということで地域包括支援センターにお

願いする。ケアマネは居ないんですよ、こういう方って。今も地域包括支援センターと当

院の連携室に患者さんは頻繁に電話をかけて来るという、こういった状態が急性期病院の

中では意外にあります。 

私どもの病院だけではないのですが、通常、外来受診すると多くの病院では専門医が診

ますので、「手術ができるぞ」あるいは「麻酔がかけられるぞ」といった判断で入院決定が

なされます。ある程度、今は、色々な評価をしておりますが、タームが困難というか、こ

の領域の教育の欠如か、専門性の弊害か分かりませんが、７対１病院では看護師も外来診

察室にはあまり居ません。そういった部分で、どんどんスルーしていく。ケアマネが居れ
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ば情報も入るのですが、ケアマネも居ないまま入ってきて、そもそも疾患に対する治療判

断が正しかったのかどうかということもあります。 

この時点で評価ができれば、医療福祉支援センターに相談がくるのですが、どんどん進

んでしまって、現場でおかしいことが起こってからＳＯＳが来るというのが当院でも起こ

っています。どこの病院でも最近こういった評価プロセスは行われていますが、認知症で、

問題行動ありというかなりのステージになった患者さんであれば引っかかりますが、軽症

の患者さんはどんどんスルーされていきます。実際、認知症の評価などについて十分な教

育がなされていませんし、そのステージに応じた医療の選択も難しい状況にあります。 

結局、急性期の診療が無理だということになって、色々なカンファレンスを開いたりす

ることで患者さんの退院調整ということになりますが、通常であれば施設へ６割、在宅が

４割なのですが、認知症の患者さんは 2 対 8 か 1 対 9 ぐらいで在宅へ帰してあげることを

基本としています。入院中はおかしいなと思っても、在宅へ帰ると良くなる方が実際居り

ますので、なるべく在宅へ帰す。グループホームも含めてですね、在宅系介護が良い。そ

の一方で療養型施設のほうは、周辺症状が厳しいと断られる、この両方があって、なるべ

く在宅へ帰すのです。もともと ADLも保たれていて元気なんです。要支援止まりというこ

とも多くて、地域包括支援センターが、先ほどの症例などは割と熱心なセンターの方が対

応してくれたので良かったのですが、なかなか医療が絡んでいると対応が難しかったりし

ます。 

結局、生活という部分を一番サポートしたいのですが、なかなか保険という制度ではフ

ォローできないあたりが問題だといつも思っているところです。今日、ここには療養型病

院の職員の方が多いのかなと思われます。浜松で療養型の施設にアンケートを送って、ど

んなことを入院時に問題視しているか聞きました。生活保護や身寄りの有無の問題に比べ

て、認知症は３割ぐらいであまり問題にしてないようですが、軽症の認知症は問題ないと

いうことであって、ちょっと手間が掛かると療養型のほうからも嫌われて行けなくなる。

結局、在宅へ帰す。そのほうが認知症の患者さんにとっても案外、具合が良いということ

があります。 

まとめです。認知症という疾患自体が特殊な病気、疾病と考えるべきか疑問に思ってお

ります。当たり前のように高齢者の患者さんが増えて、当たり前のように病院に流れてき

ます。本来であれば外来である程度トリアージしてあげるのが良いのですが、そこの部分

の教育やスタッフの不足、特に看護師ですね。結局そのまま入院してしまって、ドタバタ

することが少なくありません。それから入院後の色々な評価の中で、認知症の評価をもう

少し行うべき、総合評価などもあるのですが、まだそこまでできてない施設が多いのでは

ないかと思います。 

なるべく急性期の治療を短くして地域へ帰してあげるということが、認知症の患者さん

に対しては大事なことだと思います。医療より介護、介護より生活支援という部分でなる

べく互助のところをうまく利用しながら、病院の役割はどういうところにあるのか考えて
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みると、急性期病態の時の一次的な避難所という部分と、その後の地域とのつなぎ役とい

うか、ハブのような基地になれば良いのかなと思っております。発表は以上です。ありが

とうございました。 

 

[小山座長] 

 ありがとうございました。認知症を病気だとは思わない。いいですね。では、次は田中

志子先生です。 
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【講演４】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

認知症を診る 

意欲のあるドクターは手を挙げて！ 

 

田中志子氏 

（医療法人大誠会 群馬県認知症疾患医療センター 

内田病院理事長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 皆様、こんにちは、田中志子です。私は日頃、群馬県にあります医療法人大誠会群馬県

認知症疾患医療センター内田病院で、もともとは内科の医師をやっておりまして、日頃認

知症の方、高齢者の方を診察しております。本日は慢性期医療協会の認知症委員会の委員

長という立場でこのシンポジウムの企画をさせていただきました。座長の小山先生をはじ

め、大変ご高名でお忙しい先生方にシンポジストをお受けいただきまして、この場を借り

て感謝いたします。 

それでは私の発表を始めさせていただきたいと思います。私のタイトルはちょっと変わ

っています。何人かの先生から「面白いタイトルをつけたね」と言っていただきました。「認

知症を診る意欲のあるドクターは手を挙げて！」というタイトルにしました。なぜかとい

うと、非常に急激に増える認知症の患者さん、認知症の方たちに対して認知症を診るドク

ターが少ないということで、各学会で大急ぎで認知症の専門医の育成を行っています。 

その中には、本当に認知症という疾患を理解して、認知症という疾患の生活しにくさと

いうことが一番大きな課題であって、その生活しにくさという課題を医療者として医療の

面とケアの面と環境の面と家族支援の面と、全ての面をしっかりとドクターも把握をしな

がら診る必要があると思ってくださっているのかが一つの心配であったということがあっ

て、こういったことをお話しさせていただきます。 

活動の紹介ですが、私自身は認知症の方とその家族の生活を支える医療とケアを提供し

たいと思い、日々ケアプランにまで結構うるさく口を出す、ケアマネさんからすると、も

しかするとちょっと面倒くさくてうるさい主治医かもしれません。 

私は、地元の沼田で、認知症になっても普通に暮らせる地域をつくりたいと強く考えて

います。そのためには市民の方に認知症というものはなんなのかを理解していただく必要

があると思っておりますので、こういった物忘れに関する市民啓発研修であったりとか、

沼田市については先程来、伊藤先生からもご紹介がありました地域づくりネットワーク、
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先ほどのスライドの写真は模擬徘徊の訓練をしている時に関わった写真ですが、こういっ

たネットワークができています。行方不明になられた方がいると警察に連絡がいき、警察

から各種登録団体にファックスが流れ、また登録してある市民には携帯電話にいなくなっ

た情報が配信されるというようなことのお手伝いと、このネットワークのセンター長をや

っております。また、認知症の地域支援マップというのも、厚労省からの指示の前に先駆

けて作らせていただいているような活動をしています。 

そして私の本日の主張ですが、いつでもどこでも認知症の方が安心して生活できる日本

をつくること、これこそが理想の未来だと思います。それが地域包括ケアシステムだと思

います。実際にはどこに頼ればいいのかわからないのが現実で、迷うご本人、迷うケアマ

ネジャー、ご家族。そこで問題提供したい。生活を支える医療ができるドクターにどうや

ったら巡り会えるの？ もしかすると認知症科という標榜がターニングポイント、あるい

はなんらかのきっかけになるのではないかと考え、問題提供をしたいというところです。 

繰り返し申し上げますけれども、全てのゴールは、つまり自分の未来というのは、いつ

でもどこでも認知症のことご本人の気持ち、家族の思い、あるいは困っているスタッフの

気持ちを理解してくれるかかりつけのお医者さんがたくさんいることがゴールだと思って

います。また、他職種と共にご家族とご本人の生活を医師も支援に関わるということが非

常に大事なのではないかなと思っています。 

しかしこんなデータがあります。2008 年のデータです。さまよえる患者さんの現実。い

わゆる専門医としてしっかりと活動されている先生方に来た患者さんが、前医を持ってい

たかどうかという調査です。「ある」と答えた方が６割にも上っています。では、その「あ

る」と答えた患者さんたちの前の先生は、どんな診療科をされていたか見ます。前医はど

んな診療科だったか。精神科が 33.8%、心療内科が 19.5%、脳外科が 9.1%、内科その他が

22.1%と続きます。ここから見えてくることは、専門医の先生のところにかかりに来る患者

さんの前の先生の６割以上が、専門医といわゆる考えられている診療科に関わられていら

っしゃったということが調査でわかっています。 

では、現在はどうなのか。放浪する認知症をどうするか、驚くべきことに平成 25 年 11

月 10日、つい数日前です。つい数日前に松本で行われました認知症学会のシンポジウムの

テーマの一つです。ということは、認知症学会のシンポジウムのテーマにしなければなら

ないほど、まだ認知症の方は放浪しているんじゃないかということがわかっています。 

スライドは千葉県における比較的大規模な公的調査です。困惑するケアマネの現状が見

えてきます。医療との連携に困っているという訴えが聞かれています。医療の連携で困っ

ていることは何か、入院の受け入れ先が少ない。訪問診療する医師が少ない。理解のある

医師が少ない。専門医が少ない。こういうことが言われています。 

認知症の方と家族を支えるために何が大事か。最も困っている暮らしにくさ、忘れてし

まうこととか覚えていられないことは、そんなに困らないことなのではないかと思ってい

ます。そのことを起因として、忘れたことから起こるトラブルであったり覚えていられな
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いことから起こるトラブルであったり、できなくなったことから起こるトラブルであった

り、その暮らしにくさこそが、本当に認知症の方が困っていて、さらに私たちプロフェッ

ショナルがしっかりと支えていかなければいけないことではないかと思っています。医療、

ケア、環境、家族の支援も含めた全ての調整がそろってこそできることではないかと思っ

ています。 

でも、現実はどうなのか。先ほどのデータが語るのかなと思います。どこの誰を頼って

いいのかわからない。どこに相談に行っていいのかわからないのではないかというふうに、

見えてくるのではないでしょうか。 

そこで私が今回思い切って提言したいと思い、このシンポジウムを企画しました。理想

の未来のためには、認知症を診る主治医はその病気だけではなく、ご本人の暮らし、その

後の、それからそのご家族の大変さ、家族の気持ちを受け止めて、その荷物を私たちも背

負う、分けて背負う。また関わるケアチームの気持ちを含めて寄り添う、そういったこと

ができる医師が今後育っていかなければいけない。そのドクターの数を増やさなければい

けないのではないかと思っています。ただ、私にはそれをどうするのが一番良い方法なの

かわかりません。理想の未来、いつでもどこでも誰でも掛かれる先生に出会うには、残念

ながらまだまだ時間が掛かりそうです。 

不思議なことに、これほど認知症が増えると言われながら、「認知症を診ます」と明確に

わかる医療機関が少ない。認知症科、明確にわかるとすれば「認知症疾患医療センター」

などがありますが、絶対的な数が少ない。最近、地域支援型の診療所も出てきましたが、

県によって数がばらついています。であれば、認知症の方とご家族が行き先に迷わないた

めの「認知症科」という看板が目印になりえないのだろうか。あるいは、認知症科という

ものでなくてもいい。相談先に迷わないために、何らかの手立てとか旗印を立てる時期に

きているのではないかと思います。 

また、認知症を主に診ていらっしゃる先生は、精神神経科だったりとか神経内科であっ

たりとかあるいは老年内科であったりとか、個人的に認知症を勉強されている先生方です

が、それぞれのアプローチに若干の差があるのではないかと感じています。今、どの専門

科の先生が診る認知症の治療が適切なのかとか、うまくいっているとか、そういうことに

焦点を当てるのではなく、今こそ何科の先生が診ても同じようにスタンダードにアプロー

チができるような仕組みを私たち専門医が考えなければいけないと思います。 

残念ながら、認知症科の提言というものをすると、誤解を生んでしまって、囲い込んで

いるのではないないかとか、利益誘導なのではないかとか、広めるつもりがないのではな

いかというふうに誤解をされて、何人かの先生方からご指摘を受けたことも実際ございま

す。 

でも、利益などにとらわれず、メディカルスタッフ、どの職種とも仲間と手をつないで

医療とケアと環境をしっかりと考えて、生きていくことを支える、そういった先生がここ

にいますよというふうにわかりやすくする必要があるんじゃないかなと思います。 
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それは何も、身体科に限らず眼科の先生、耳鼻科の先生、認知症の方だって目も悪くな

るし耳も悪くなるわけです。「ここの眼科の先生は認知症があっても比較的待ち時間の融通

を利かせてくれるよ」とか、「最近は合剤が出ているから目薬の回数を減らしてあげるよ」

とか、「目薬をどういう形ですればいいよ」というようなテクニック面での環境も含め、認

知症に対して興味を持っている先生はもっともっと裾野を広げていってほしいと思ってい

ます。 

そこで、タイトルにした私の思いは、本当に確かに認知症の方の生活にまで関わる、「こ

の患者さんは経済的に難しいけれど、この施設だったら入れるのだろうか」、「家族はどん

な思いだろうか」、「今は週何回のデイサービスだったか」、「足腰が悪くなってきたけれど

足腰が悪くなる前に通所に入るように少し進めたほうがいいのだろうか」など。ケアプラ

ンって、人生最後の時間割だと思うのです。時間割って、学校で私たち生徒は選択できま

せんでした。その人生最後の時間割を紙切れ１枚だと思って作ってはいけない。そこに医

者もきちんと入り込んでいかなければいけない。それは大変です。だからこそ腹を決めて

性根を据えて、私は認知症の人の生活全般と未来を支えるんだという覚悟のあるドクター

は、ぜひ強い意志を持って手を挙げてほしいというメッセージです。 

さらに、忘れてはいけないことですが、実際、かかりつけ医に認知症をきちんと見つけ

てもらって、私たち専門医のところにたどり着いている方々は、困っている人たちのほん

の一握りではないかと感じます。そんなところも、今日のディスカッションで先生方と一

緒にお話しできたらいいなと思っています。ご静聴ありがとうございました。 

 

[小山座長] 

 性根を据えないといけないみたいです。皆さんも性根を入れて聴いてください。最後に

なりました、山口晴保先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演５】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

認知症の『病識低下』を理解し、 

介護者教育で在宅生活を支える 

 

山口晴保氏 

（群馬大学大学院保健学研究科教授） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 皆さん、こんにちは。私は先ほどから出てきた生活を支える認知症の医療、それがどう

いうものかについて話したいと思います。 

最初に認知症の有病率。今年６月、認知症の人が全国で 462 万人いると発表されました

が、私はむしろその数字よりもこの年代ごとの認知症の率のほうに非常に興味を持ちまし

た。95歳を過ぎた方のなんと８割が認知症というのが現実です。つまり、「年を取れば誰で

もなれる認知症」というのが現実だということです。95 歳以上まで生きたら認知症になら

ない人のほうがむしろ異常、大部分の人はなるという現実があります。 

おおむね 40代前半は１万人に１人、脳卒中も含めています。アルツハイマーは数万人に

１人です。非常にまれです。そして 50代くらいでも少ないです。アルツハイマーが起きた

最初の例は、実は遺伝子変異が見つかっています。そういう意味で若年性というのは比較

的遺伝的な影響が強い、ある意味、病気なのですが、90 歳を過ぎで認知症になるというの

は病気というよりも老化現象だということです。当然、対応の方向も変わってくると思い

ます。おおむね、５歳長生きをするごとに、有病率はほぼ倍になるということを覚えてお

いてください。 

確実な認知症の予防法は、75 歳以上生きないことです。そうすればまず、認知症になら

ない。でも、長生きをするのであれば、認知症になることを受け入れざるを得ないという

現実があります。世の中には、長生きして認知症になった人、これから認知症になる人、

認知症になる前に寿命がくる人、これしかいません。認知症の人が困難を抱えながらも地

域の中で生活を継続することを支える、これが認知症医療だと思っています。 

アルツハイマー病を例にとってその長い期間を紹介したいと思います。最近のトレンド

で、例えば今年５月に出ました米国精神医学会の DSM-IVとかですね、脳に病変ができる、

この病変の出来始めからをアルツハイマー病といいます。そして、全体の期間の中で 20年

以上は症状が全くない、無症状期です。その次に物忘れが出てくる軽度認知障害のMCIの

ステージが。さらにここから認知症になってくるというので、英語ではアルツハイマー病
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による認知症というふうな概念になっています。 

ですから、日本語訳は「アルツハイマー型認知症」になるのですが、実は発症する前に

20～30 年にわたって脳が少しずつむしばまれていってようやく認知症になっているんだと

いうことです。もし発症した時点で根本的な治療薬を内服したとしても、認知症は治りま

せん。そこから進まなくなるだけです。どんどん医学は進歩しているので、発症する 15年

前にアミロイドイメージングというものをやると、この人は脳にβタンパクがたくさんた

まっているなというのがわかります。つまり発症の 10年以上前から診断が可能です。 

発症の数年前から調べれば、認知症に将来なることがわかりますし、脳血流テストでア

ルツハイマー病特有の血流データパターンがあれば、あと数年で発症してくるだろうなっ

ていうこともわかる。そういうふうに診断がどんどん進歩しています。従って、病変がで

きてからの全部をアルツハイマー病と、そして独居が困難なレベルにまで認知機能が落ち

る、それが認知症の定義です。そうなったら認知症って言おうというふうに変わってきて

います。 

世の中は早期発見、早期治療で、最近はMCIで見つけていろいろ関わってこうというふ

うに少し流れが変わっています。私は地域の中であまりそういう人を掘り起こすっていう

のは、賛成ではないです。 

認知症をどうやって診断して治療していくか。例えば地域連携の例として世田谷区の物

忘れ診断地域連携というのをやっています。ケアマネが気づいたら掛かりつけの先生と相

談をして認知症疾患医療センターに紹介する。１セット 20万円ぐらいの医療費をかけて診

断してくれます。その結果、「アルツハイマーだからアリセプト飲みなさい」と、それでお

しまい。それで、「また半年たったら来てくださいね」っていう医療をやっています。 

スライドの写真を見た時、この人今、アルツハイマー病と告知されたのかなってちょっ

と思いました。実際に若年性認知症の人が早期診断されたら、本人は早期絶望だといいま

す。どんどん早期診断して、どんどん薬を使えって言うんですが、紋切り型に疾患名を告

知して薬物療法を行い、患者さんや家族に対する心理的な援助を怠るような粗悪な診療は

厳に慎むべきであると思っています。 

もともとこのスライドは目線、視線を落とすと落ち目になるということを言いたかった

んです。姿勢には気持ちが出るのですが、実は気持ちも姿勢に影響します。目を下に落と

してうつむいている顔、鬱の気分になれます。逆に胸を張って目線を上げていると気分が

高揚してきます。そういうことを言いたかったのです。 

スライドは大正３年に東京大学で行われた臨床講義の記録です。患者さんは江戸時代に

生まれたおばあさん。だんだん物忘れが出てきて子どものことも何人いるかわからないと

か、計算ができないとか。でも 10 銭と 17 銭では「それもわかりません、年を取ったら勘

定なんぞしませんからね」と答えているのですが、こんなように、それで時々エッチなこ

とを言うようになったとかいろいろあるのですが。かかる精神衰弱状態は老人性痴呆なる

精神病に相当しておりますっていって、今から 100 年前にきちっとアルツハイマー型認知
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症というのを臨床診断しているんです。 

つまり、診断というのは患者さんの状況をきちんと把握して、長谷川式みたいなことを

100 年前にやっている。そして、きちっと診断する技術があった。でも医療連携といって、

どんどん高価なものを使って、確かに診断は確実になります。でもそれで告知して終わり

というような医療をやってはいけないと、私は思っています。 

認知症は簡単にチェックできます。私が作った 11項目の質問票ですが、これをご家族に

書いてもらいます。今日、話題になっている I－ADL ですね、そういったものを中心に 11

項目が書いてあります。家族がつけて、例えばこの方、７項目にチェックが付いています。

家族が付けていることがポイントです。本人は２つしか付けていない。本人は認知症にな

ると病識が低くなっていきます。逆に鬱の人はいっぱい付けるんです。家族が付けていな

いのに。このチェックリストは、３つ以上付いたら陽性とすると感度 84％、特異度 90％で

認知症をステージングできます。 

ですから、こういうチェックリストをクリニックなどでご家族に書いてもらう。患者さ

んにも同時に書いてもらいます。そうすると病識がわかります。軽度認知障害のレベルで

はほとんど同じですが、軽度アルツハイマー型認知症になると家族は６項目付けるんです

ね、できないことがこれだけあります。ご本人は 2 つ 3 つしか付けません。有意差が出て

いると思います。 

このように、本人が自分のできないことに対して、自覚が低くなる、病識が低下してく

る。これはアルツハイマー型認知症の本質です。記憶が悪くなるということが本質ではあ

りません。記憶が悪くなったということの自覚に乏しい、だから対応した行動がとれない。

そこが一番の問題なのです。さらに進んで中等度までくると、できないことが９項目なの

に、本人の自覚は 1 項目。自覚が減ってくる。でもそれは、本人にとって良いことであり

ます。本人はハッピーになります。自覚が強いほど本人は鬱になります。 

スライドは、ご家族の家族指導に使います。ご家族がいっぱい印を付けているのですが、

ご本人はこれしかできないとは思っていない。本人ができないと思っていることをご家族

が指摘したらどうなりますか。けんかになっちゃうんです。だから、ご家族に本人ができ

ないと思っていることをあまり言わないでくださいね。なるべく褒めてくださいね、とい

うふうに家族指導に使っています。この 11項目は私のホームページから誰でもダウンロー

ドできます。 

アルツハイマー型認知症の特徴は、メタ認知という、自己モニタリングこの機能が低下

をしています。それをわかるもう１個の簡単な方法を紹介したいと思います。両手でハト

の形を作ります。「よく見て同じ形を作ってくださいね」とだけ言います。重度の認知症の

方でない限り、簡単にできますよね。アルツハイマー型認知症の人はできません。３歳の

子どももできません。なぜでしょうか。つまり他人から見たらどう見えるか、画像を脳の

中で 180 度ひっくり返す機能は４～５歳にならないと発達してこないんです。だからアル

ツハイマーの人は先生がやっているのを見て、手背が見えているので合っていると思って
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しまうのです。 

実際、CDR2 中等度の認知症の８割の人ができません。アルツハイマー型認知症では手

が外を向いている方が多い。レビーでは形自体が違う方。このことから、認知症の方は視

点取得ができないということがわかります。つまり客観視ができない、自己の客観視がで

きない、つまり病識を持てない。他人の心の内をくみ取るということも非常に苦手です。 

こういう自己モニタリングできない認知症のケアでは、介護者が本人の視点に立って考

えること、つまり本人の見えている世界を理解してあげることがとても大切になります。

それがパーソンセンタードケアだということです。 

エビデンスがある薬剤の、リバスチグミンパッチを半年ぐらい貼ると、認知機能上がっ

てきます。長谷川式の点数、平均点では高くなります。ところが一例一例を見ると、効く

例が多いんですが、下がってくる例もあります。ですから、１年に１回ぐらいは認知テス

トをやって、上がっていればいいし、下がってくるようだったらお薬を変えるとか何か対

策を考えるということが必要です。 

それから結構ドネペジルがよく使われているんですが、怒りっぽくなる人がいます。こ

のケースは、ドネペジルを使っていて、怒りっぽい、ヘルパーさんにも時々手を上げたり

する。じゃあ、ドネペジル止めようということにしました。止めても結構怒っています。

冷蔵庫に入りきれないぐらい、いろんなものを買ってくる状況だったのですが、中止４日

目から、人が変わったかのように穏やかに迎えてくださるように、「日曜日が大変だ」とヘ

ルパーを気遣う。その後もとても穏やかな表情をされ、とても優しくなりました。こんな

ふうに投薬をちょっと変えるだけで怒りっぽい症状が取れて、家族がすごく楽になるとい

う例をしばしば経験しています。ですから、ケアと薬は両方とも大切だと思って、薬剤調

整ですね。 

認知症の医療というのは、例えばドネペジルを使って認知機能を上げることではありま

せん。家族が困る症状 BPSDをいかにコントロールしていくかが一番重要なポイントです。

それから認知症の終末期に飲み込みが悪いという問題が出てきます。これに対して、私は

サブスタンス P を増やす、口腔ケアもそうですしアイスマッサージもそうですし、経口ポ

イントの刺激もそうですが、パーキンソン病治療薬、シンメトレルとか、パーキンソン病

治療薬が実はサブスタンス P を増やします。実際に認知症の終末期でこの人はもう若年性

で発症して９年経って、看護師さんがそろそろ PEG って言いだしたので、私は PEG 反対

なので「まあ待ってよ」と。「パーキンソン病の治療薬使ってみましょうよ」って言って、

アマンダジン、シンメトレル等を使ったら最終的に４年以上、経管栄養にならなかったの

です。  

こんな例をまとめて学会誌にも報告をしています。ぜひ皆さんも認知症と終末期、体が

硬くなって飲み込みが悪くなったらパーキンソン病の治療薬を試してみてください。ちょ

っと表情が出たり飲み込みが良くなったりします。 

それから、私がやっている理論を紹介します。脳活性化リハといって快刺激で笑顔を、
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ほめることでやる気を、コミュニケーションが安心を、役割を演じることで生きがいを、

失敗しないように支援することが成功体験を生むということを５原則にしています。 

例えば楽しいゲームをやると、生活力が上がってきます。笑顔というのは赤ちゃんが最

初に身につける能力です。赤ちゃんは笑顔を身につけてからお座りができるようになって、

歩けるようになって言葉をしゃべるようになって、だんだん一人前になってきます。アル

ツハイマー型認知症はこの逆のパターンで機能が落ちていきます。 

最初に金銭管理、これができないのが認知症です。そして TPOにあった服が着られなく

なったり、入浴を嫌がったり、だんだん I－ADLから落ちていって、次に ADLが落ちてい

って、最後に寝たきりになっていきます。しかし、最後までこちらがほほ笑むとほほ笑み

が帰ってきます。笑顔は最後まで失いません。 

このように、アルツハイマー型認知症は、人生の最後のステージに、発達で得た機能を

一つずつお返しして、赤ちゃんの状態になって土に返っていく病気だと私は思っています。

だから、アルツハイマー型認知症になることが必ずしも不幸だとは思っていません。良い

ケアがあればハッピーな人はたくさんいます。 

その良いケアですが、例えば認知症の人が古い道具を使って昔を思い起こす回想法です。

作業をやってもらいます。それだけではなく、今度はちょっと交代して若いスタッフがや

ります。そうすると認知症の人が先生役になります。ものすごく自尊心をくすぐられて元

気になります。こういう作業回想法というのをやる。 

私の友人は、認知症の人が子どものしつけをして、「ほら、ちゃんと勉強しなさいよ」と、

5分して「ほら、また勉強しなさいね」、5分経つとまた、「勉強しなさいね」と。認知症の

人は何回でも繰り返して言えるという特技を発揮したり、徘徊癖のある人がみんなで地域

を集団徘徊しようと防犯パトロールをやったりということをしています。見にいってきま

した。防犯パトロールの腕章を巻いて、「徘徊は防犯パトロールになる」と言って、子ども

と一緒に動いていました。こういうのがまさに地域包括ケアだと思っています。 

それから、リハで褒めると能力を発揮するという研究があって、なるべく褒めるという

ことがすごく大切です。とにかく楽しく褒め合ってコミュニケーションをとって、認知症

の人にも役割を持ってもらうことが非常に大切だと思っています。とかく認知症の人は一

方的にケアを受ける側になるのですが、そうではなく、認知症の人にも日課がある、役割

がある。そして毎日生きていける、尊厳を守るっていう生活が求められています。もうち

ょっとお勉強したい人は、私の書いた本があるので読んでください。 

最後に、加賀市では地域包括ケアを進めるにあたって、例えば「50 床の特養を建て替え

る」と言うと市が補助金を出さない。ですから、「20 床と 15 床と 15 床のサテライト特養

をつくりなさい」と言って、町の中に小さな特養を作っています。スライドは 15床の特養

です。隣は学童クラブ、ここでは子どもが遊んでいます。その向かいが保育所です。こう

やって特養を見ながら保育所が見える、子どもが遊びに来る、仏壇があって、この地方で

はお坊さんが来て、月に１回くらい、みんなでお経を読むそうです。こういうのが本当の
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地域包括ケアだなあと思っています。 

その他にも何カ所か見学に行ったりしているのですが、住み慣れた地域の中に小さな介

護の拠点があって、余力があればそこから出て行く、そういう活動をしていくことが大切

ではないのかなと思っています。 

最後に付け足しで、認知症科のメリットデメリットに触れておきたいと思います。認知

症の特質を理解した医療の普及というのは、非常に大切だと思っています。今日、しつこ

く繰り返しましたが、ただ単に、認知機能が落ちてくる、それを上げる薬を使えばいいと

いう医療ではなくて、認知症の人の生活をどう支えるかというスキルを持った医師が求め

られています。 

認知症科ができることで、例えば大学に診療科ができて、医師の教育の中でしっかりと

認知症を診られる医師を増やしていくことが大切だと思っています。認知症の医療は手間

暇がとてもかかります。医師１人では全くできません。私の物忘れ外来も認知テストをや

ってくれる人、病歴を取ってくれる人、家族教育をしてくれる人、介護保険指導をしてく

れる人、いろいろな方面のスタッフに支えられてやっています。そういうコメディカルス

タッフをきちっと育てていくことも大切です。 

そういう意味で、認知症医療が広がるといいと思います。実際、患者さんサイドでもそ

こに行けば適切な医療が受けられるというのが、一番メリットだと思います。ただ、患者

さん本人に聞くと「そんな所に行くのは嫌だ」というのが、声としては多いんじゃないか

なと思います。ですから、そうしたことへの対応も同時に必要かなと思います。以上です。 

 

[小山座長] 

 ありがとうございました。 
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【パネルディスカッション】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

[小山座長] 

 先生方、どうぞ壇上にお上がりください。結構、面白かったです、私は。ちょっと新し

い知見を持って。天本先生はしゃべりが足りないかもしれないので、また少し。ちょっと

シンポジスト間で何かいろんな話があったので。 

山口先生のお話、薬をあげて「お前は認知症だ」って言って終わるのはだめだ、ですね。

よくわかります。田中先生は性根を据えた認知症科の医者が必要だと。性根がすわらない

といけないというお話です。 

印象に残ったのは小林先生の話。認知症は病気じゃないというのがあって、そう言われ

ればそうかなと思いました。伊藤先生のお話は、地域包括ケアの対象者は誰か、あまりよ

くわからなかったのですが、地域包括の対象者は誰なのかな、みたいな話で、天本先生は

ちゃんと地域でやらないからだめなんだ、みたいな、箱物を、箱物行政なんかやってられ

るかという話になったんですが。 

さあ、天本先生、今ちょっとけりをつけなきゃいけない。認知症科が必要だと田中先生

が言ったのですが、先生のお考えは？ 

 

[天本宏氏] 

認知症科が何をきちんとアウトプットするか。山口先生がいろんなことをおっしゃって

いましたが、そういうアウトプットが大変です。ただ、現時点の大学病院などをあえて言

うならば、認知症の橋渡しがどうの、MRI どうの、そんなことよりも、生活にどのような

形で問題解決をするかということをきちっとサポートする。 

その人の能力をきちんと評価する、そういうこと。認知症の方に直接関わることともう

一つ、いろんな先生がおっしゃったのは、その周辺の方々、関わる人たち、ですから大き

くいえば地域、生活の場の周辺の人たちだろうと思いますけども、いろんな意味でオレン

ジの輪をつけたりしていろんな意味で理解を深める人たち、そういう形で変わっていくと

いうことをアウトプット、明確にしない限りは、科を作るどうのこうのっていう手段の問

題を言っても仕方がない。 

 

[小山座長] 

天本先生、表面だけじゃだめだって言ってるんですが、何か補足したい方、どうぞ。 

 

[田中志子氏] 

はい。本当に認知症科というアプローチがいいのかどうかはわかりません。一体となっ
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て、何科の先生、何科の先生とか、あるいは、この科に行ったら薬のアプローチの仕方が

違ったとか。今、ガイドラインも出てきてはいますけど、それでもまだ「お薬が出たから、

あとはよろしくね」みたいなアドヒアランスの確認ができていない先生がいたりとか。 

あるいは極端な例だと、伝達ができないところに進行している、家族の方とも会ってい

ないドクターというのもまだまだ現実はいらっしゃるように思います。そういった中で、

路頭に迷っているとまでは申しませんが、行き先に困っている生活をどうやったら暮らし

やすくなるのか、わかりやすいツールがないので、認知症科でなければ何か別の旗印を持

っていって、医療とケアが一緒にあって、さらにそこに環境があって、やっと家族とご本

人が楽になるんだということを私は強く申したいんです。 

その一つのきっかけに、もしかしたら、認知症科って、実際にここまですごくいろんな

方々に取り上げていただいたりしていますので、石を投げるというところでは、私は一つ

仕事をしたのかなと思っています。 

 

[小山座長] 

 石は投げて、でも一回投げたら投げ続けてもらわないといけないので、一つ投げて仕事

は終わらないと思うんですけど。伊藤先生、地域包括ケアの対象者は誰か、すごくいい話

だったんですけど。結局、誰なんですか。 

 

[伊藤弘人氏] 

各地域が決めることだと思います。そして、どこまでの方々を地域包括ケアで、これ

はある意味でその地域で見守るかということを考えることが必要になると思います。地

域での特性や財政的余裕の程度も関連するからです。。重要なのは、それを考える場と

いうのも実は、あまり整理・整備はされていないのが現状と思います。地域によっては

医療機関が中心になるでしょうし、認知症疾患医療センターが音頭をとる地域もあるで

しょう。公的なゲート―キーパー制度が日本にはありませんので、各地域で最善の組み

合わせを作ればよいと思います。 

[小山座長] 

 最初の地域って、ついているのは施設じゃないっていう意味でいいんですか？ 

 

[伊藤弘人氏] 

 必ずしも施設である必要はないと考えています。日本の強みというか特徴というか、

今まで医療機関が地域に責任を持ってその地域の仕組みを作ってきたと思います。力の

ある組織体が他の組織、必ずパブリックセクターも入る必要があるので、公的な組織も

入った形で地域に責任を持っていただくようなイメージです。 
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都市部と非都市部では事情が違うでしょうし、保健医療福祉サービスが濃厚にあると

ころとないところでも違うと思います。やれる組織がやる。そして都道府県は、医療計

画などでちゃんとどの圏域も必要な要素と連携が機能しているかどうかを見ていくの

が役割になると考えています。 

[小山座長] 

 そうですね。割と地域包括ケアって聞いた時に、今のいろんな形があるのはわかるので

すが、どちらかというと慢性期医療というもの、要するに病院に勤めている方がいらっし

ゃるんで、病院から地域を見ているのだと思うんですよ。地域包括ケアっていうのは、地

域から病院を見たり地域から専門医を見たりしているので、視点の場所を変えるって意味

がすごく強いのかなって思ったのでおききしたのですけど。 

地域のほうからいろんなものを見る習慣をつけないと、今、今日はとてもきれいな話な

んですけど、この会場にいる人、みんな病院から地域を見ている人ばかりで、地域から病

院を見ている人は「なんだ、こんな汚い病院だったか」って思うかもしれませんけどね、

自分はほとんど施設の中で働いていると、地域のことほとんど考えなくなっちゃうんです

よ。 

たぶん、地域包括ケアがうまくいくかどうかは、主体がどうか体制がどうか、非常に興

味があるんですが、地域の側からしっかりものを組み立てていかないと、施設の側からば

かり見ていると、いつまでたっても何も解決できないんじゃないかと思いました。田中先

生どうぞ。 

 

[田中志子氏] 

 ありがとうございます。認知症の患者さんのおうちにドクターがアウトリーチを背負う

というようなお話が最近出てきていますけども、私は認知症の独居の方とか老々世帯の方

に、もう８年ぐらい前から訪問診療をしているんですね。 

実際、小山先生がおっしゃられたように、出てみて初めてわかる課題ってたくさん見え

てきました。例えば一つ、患者さんが外来診察に来られますね。「何に困っていますか？」

とかいろいろな話をしていくわけですけれども、私の思い込みの中では在宅生活が困難に

なるタイミングは、排泄のケアができなくなったところで、家族も本人も大変なのかなと

勝手に思っていたわけです。 

ところが、アウトリーチをしてみて本当に地域に出て地域を見ていくと、往診に行って

いる患者さんたちは、栄養状態、食べるということ自体がまず非常に困っている。食べる

物が買ってこられない、買ってきても同じ物ばかりになってしまう。まだまだ介護の世話

になりたくないとおっしゃる方も、私たちは比較的田舎のほうですので、そういった思い

もあって、まだまだ何もサービスが入っていないケースなどに切り込み隊長で往診に行く

んです。そうすると本当に家中は散らかっているし、食べる物も食べられていないし、買
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っていないし、お風呂ももしかすると入れていないんじゃないかというような、在宅の状

態を目の当たりにしたわけです。 

そんな中で、その人を誰がサポートするかとなった時に、それはケアマネジャーでしょ

うし、もちろん今、数が少ないとか課題があるといわれている民生委員さんだったりしま

すし、地域包括支援センターだったりします。 

そういった方たちの在宅現場の目に見える課題を、病院の中にいるだけのドクターとか

ナースとか私たちは今まで本当に気づかないで来たのかな。外来に来ているんだから、生

きているんだから食べているんだと思い込みが、そうじゃないんだ、そうじゃなかったん

だ。だからきっと今、どんどん取り上げられているサルコペニアだったり栄養リハビリで

あったりというところで、リハビリ医療であったりというところに、軸が動いていってい

るということは、そういった病院側から推測する在宅の課題と地域の課題と、地域で本当

に病院へつなぎ切れない課題というのがあるんだと思うんですね。 

だからこそ、職種によってはすこしアウトリーチをしていく癖をつけていって。それは

退院時の訪問だったり、入院時の訪問だったりということも大事ですし、むしろもっと保

健師さんのレベルでやっている、サービスが使われていない方も生活ぶりがどうなのかっ

ていうところにまで、包括ケアシステムの中で医療機関がどこかに関わるとか、あるいは、

医療に強い専門職が入っていくことが大事なんだと思います。そのためには、伊藤先生が

おっしゃったように、ご当地レベルの在り方みたいなものがあるのかなとは思いました。 

 

[小山座長] 

 伊藤先生。 

 

[伊藤弘人氏] 

 今のお話を伺いながら、少し補足をさせていただきます。ＮＨＫの「梅ちゃん先生」、

昔は「赤ひげ先生」かもしれません、各地域で住民の方を大体把握をされていて、治療・

ケアをしていたわけです。国民皆保険制度も 50年たって、医療組織がどんどん大きく

なってきました。フリーアクセスの制度ですので、来院する患者さんで手一杯となり、

外来に来なくなった患者さんに目を向けるという意識が低くなってきたのではないで

しょうか。来なくなったのは、良くなった、もしくは他の医療機関に受診されたと考え

られたりとする。つまり、重い方々が地域で医療を続けることをバックアップ・フォロ

ーアップする仕組みが弱くなっています。 

アウトリーチの話も出ましたので、私が知っている医療機関の工夫をご紹介します。

この病院の外来では診療録の棚が左右に置いてあります。月の初めに左の棚に診療録ま

とめます。その月に患者さんが来院したら記録をして、右側の棚にしまいます。そうす

ると月の終わりに 1回も来ていない患者さんが左の棚に残ります。そのままでいい患者
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さんもいるわけでありますが、治療を続けなくてはいけない患者さんの診療録にはマー

クがしてあって、その方々の診療録が左の棚に残っている場合は、電話をして、場合に

よったら訪問診療をしています。 

そういう意味で、「この人、治療を続けていかなくてはいけない」という方々はチェ

ックをして、その方々が受診中の治療を中断した場合に手を差し伸べられるような仕組

みが包括ケアなのではないでしょうか。 

[小山座長] 

 うん、なるほど。小林先生、慢性期の病院や施設では、認知症でない人のほうが珍しい。

非常に認知症には慣れている。たぶん日本の慢性期医療の機関は認知症に慣れているので

すが、急性期の病院もいっぱいいるんですが、ここは認知症の患者が来ると大騒ぎしてい

るみたいな感じがあるんですが、その話をあと教えてください。認知症は病気ではないと

いうお話をされたので、もう少し説明してあげないとちょっとわからないんじゃないかと

思って、すいませんが、よろしくお願いします。 

 

[小林利彦氏] 

認知症科とか認知症学みたいなところにつながるのかもしれませんが、おそらく２段階

構造みたいなのがあって、いわゆる専門職と言われる人たちも一定の認知症に対する認識

や取り扱い、学問的なところはベースとしてあるべきだと思います。その部分が慢性期医

療の医師は慣れている。 

例えば急性期の医師、看護師は慣れていない。いわゆる看護師さんの中でも非常に専門

化が進んでしまって、認知症をあまり扱いたくないという看護師さんすらいると思うので

す。そういう面で、一定のベース的なものから教育を考えないといけないのかなと。結局、

急性期の医療関係者は専門集団ということです。どうしても早く帰すという前提の中で、

なかなかその患者さんだけに、ケアということに重点を置けないということもあり、どう

しても敬遠しがちなのだと思います。 

ただ、認知症の進行過程からすると、40 年もある中で、最初のほうの部分というのは、

あまり治療、ケアに影響を与えることが少ないのだと思います。そのへんのところは、一

定のバランスで対応すべきです。急性期医療を拒否するということではダメだと思います

ので、そのあたりを評価して適切な医療ができるような一定の教育は必要なのかなと。 

一方、専門教育も必要かなと思います。認知症が病気でないという表現は適切じゃない

のかもしれませんけど、そういった意味では、認知症に関して適切な評価をするというこ

と、いわゆるまだ治療が必要でないレベルの認知症のステージもあると思いますので、そ

ういった患者さんに対しては、その患者さんに応じた治療をしてあげられるような環境を

整えないといけないと思います。 
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[小山座長] 

 静岡県の医師会で、介護保険の話をしてくれと言われてしたのですが、医師会に集まっ

ている先生たち、介護保険にほとんど興味がない。それから、認知症は難しいから診たく

ないって。すごい勢いで認知症診たくない、介護保険わからない。これは自分のところの

診療所で手一杯だって言っているように思えたのですが、全国的にもそうですか、よくわ

からないんですが、先生どう思われますか？ 

 

[小林利彦氏] 

 私は、実は療養の病院で働いていたことが２年ほどありまして、介護のほうも一応、あ

る程度理解できる立場、知識、スキルは持っているつもりでいます。だた、静岡県だけで

なく、どこの地域を見ても急性期病院、あるいは最近の開業医さんで、専門科、内視鏡ば

かりやっているような人たちとかは関心が低い。開業医さんも、もともとは急性期病院の

専門医から開業をしますので、主治医の意見書がまともに書けない医者っていうのは案外

いますね。そういう教育はやはり医学部の段階からもっと入れていかないといけないと思

っています。 

 

[小山座長] 

 田中先生、慢性期医療講座やってるじゃないですか。参加されるお医者さんたちが終わ

ると「え、そうだったのか」っておっしゃるんですけど、１年に定期的に勉強する機会が

あるとかなり効果はあるんですか。 

 

[田中志子氏] 

 それでは宣伝をさせていただきます。 

 

[小山座長] 

 どうぞ。 

 

[田中志子氏] 

 日本慢性期医療協会では、慢性期認定医講座をやっておりまして、そこでこれこそ慢性

期医療だというようなカリキュラムを、例えば、日本慢性期医療協会は身体拘束をしない

原則で戦っているとかですね、あるいは認知症のこと、それから制度のこと、いろいろな

慢性的な疾患についての研修会を行っています。本年度もひと月に、週末を一つ使って 3

カ月連続で計６日間ですね、土日、土日、土日という形で行っておりますので、ご興味の

ある先生は、ぜひこの機会に。たった６日間で慢性期医療の神髄の全てを私たち講師が根

性を出してやっておりますので、ご興味がある方、ぜひ事務局のほうにお問い合わせを頂

ければと。継続的にやらせていただきたいと思っております。 
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[小山座長] 

 山口先生、先ほど 11 項目をチェックしたのですが、私は５つぐらい付いているんです。

うつ病なのかなと思って。先生の本は後ほど読ませていただくとして、確認ですが、今は

リハビリテーション科で物忘れ外来を先生がやってらっしゃる？ 

 

[山口晴保氏] 

はい。私は認知症の専門医でもあります。 

 

[小山座長] 

 では、どこに行くのかわからない場合、先生のところに行っていいのですね。 

 

[山口晴保氏] 

 はい。前橋市の認知症疾患医療センターでも物忘れ外来をやっています。 

 

[小山座長] 

 そうですか。わかりました。またあとで伺います。天本先生。 

 

[天本宏氏] 

現在、診療所はほとんどが専門医です。循環器内科とかなんとか内科。もうこの時代は

終わりです。ほとんどが一般、なんでもやっているんですから。そうすれば総合力という

専門的な教育システムが必要だし、過程というものが必要だし、かかりつけ医というもの

が必要。そうなると認知症のコモンセンスが当然そこでも対応しなきゃいけないだろうと。 

去年、山口先生の話を聞いてすごく、非常に科学的になりましたね。私は 30年間、思い

だけでやってきましたが、ちゃんと具体的な形で科学的になってきている。これが医療だ

ろうと思います。医療でありケアだろうと思います。福祉というような思いだけでやって

きた。床ずれを治すにはどうしたらいいんだといえば、前段階があるわけです。そういよ

うなことが進んでいる、進まなきゃいけないと思います。診療所は、変わらなければいけ

ない。 

地域包括もコミュニティケアも、施設か在宅か、ではなく両方必要です。それを忘れて

はいけない。施設でやっている限界というか、管理して上げ膳据え膳で、食べることしか

しない、寝ることしかしない。ですから、高次脳機能、手段的 ADLなんて使う場がないの

ですから、病院の。だから生活の場というのは、地域が重要ではないのかなと思います。 

 

[小山座長] 

 山口先生、今日、面白かった話、年取れば誰でもなれる認知症。95 歳過ぎれば８割認知
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症、これいいですよね。 

 

[山口晴保氏] 

はい。老化と密接に関係しています。なぜ認知症が増えたかというと、要するに医療が

どんどん進歩して、人間の死因を次から次へと奪っていったんです。長生きをするしかな

くなってきたわけです。最後に待ち構えているのが認知症だというふうに私は解釈をして

います。アルツハイマー型認知症は、診断が正しければ確実に死ぬ病気です。発症して、

昔は７～８年と言われていましたが、今は薬も良くなったしケアも良くなった。 

でも、15 年もすると大体の方は亡くなります。若年の方、もっと早いですけどね。ある

意味で大切な死因なんです。そうやって人類は入れ替わって世代交代が行われていくわけ

なんですよね。 

その前に言いたいことがあったのですが、先ほどの診療所で医師が認知症は診たくない、

かかりつけ医が。一つは勉強しないとわからないんですね。例えばレビー小体型認知症は

家族でも症状を知っていれば、家族でも気がつきます。認知症を知らないかかりつけ医の

先生はそれがレビーの症状だとわかりません。人間の脳は、みたことのあることや聞いた

ことのあること、知っていることしかわからないんです。 

だから、やっぱり最低限の勉強はしてほしいと思います。それから、時間がかかるのは、

１人で診療しようと思うからなんです。大切なことは、認知症のことがよくわかる看護師

さん、コメディカルスタッフをきちんと揃えておけば、認知症の診療はさほど時間はかか

りません。医師は判断をすればいいんです。他のことは、全部コメディカルスタッフにや

ってもらうことが可能です。 

私自身は患者さんをよく褒めるようにしています。汚い手を見たら「わあ、働きものだ

ね」といっぱい褒めてあげます。認知症の人はいやいや来ているんです、外来に。そこで

また嫌な検査をやる。だから認知テストなんて医師がやらないほうがいいのです。患者さ

んが嫌な思いをするものはコメディカルにお任せしたらいい。医師はいつもいい顔してニ

コニコ褒めて、いい関係をつくって終わりにします。そうやって褒めると、外来が楽しく

なります。私は物忘れ外来を楽しみながらやっています。 

地域包括ケアのことですが、先ほど言ったように、とにかく厚生労働省がどんどん医療

を進歩させてきた、医学が進歩してきた、学会もそうです。そうすると、どんどん長寿、

寿命が延びます。長寿はいいことだ、いいことだ。マスコミもそうです。長寿はいいこと

だ、いいことだと言ってきたのですが、その一方で長寿の弊害に全く目をつぶってきたん

です。高齢者、長生きをしたら日本はハッピーな国なのでしょうか。90 歳過ぎまで生きて

もわずかな老齢基礎年金しかもらえません。生活保護以下です。その老齢基礎年金でどこ

の施設に入れるんでしょう。特養の個室にも入れないような額だということです。それが

現実だということです。 

もし高齢社会を目指すのであれば、つまり病気の死因をどんどんなくしていくのであれ
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ば、同時に社会もインフラもきちんと整備しなければいけなかったと思うんです。それを

怠って長寿化だけを促進してきた。そのつけがいろいろな施設、医療ではもう破綻しそう

だ、払えなくなった。だから地域で見ていけっていうのが、地域包括ケアだと、責任を地

域に転嫁しているんじゃないかっていうのが私の地域包括ケアの見方です。 

 

[小山座長] 

 では、天本先生。 

 

[天本宏氏] 

「さはさりながら」と、よく言う人がいますね。それは別としまして、寿命を決定する

因子として、医療はたかだか 10%。遺伝子 20%、環境 20%、生活習慣 50%、こういうこと

もあるわけです。そういう意味で今は食べ物とか環境が良くなっています。生活習慣を整

えれば、今、サクセスフルエイジング、いろんな栄養学などが少しずつ研究されつつある

んですよね。ですから、いろんな意味で私も一生懸命、家庭内の平和を保とうとか、やせ

ようとか。 

ただ、認知症に関しては、まだというか、いろんな意味で運動することによって、いろ

いろなものがあると思いますので、そこはあまり暗い話ばかりになりますので、上を見て

いきたいと思います。 

それと先生が非常に良い事をおっしゃった。長生きすれば認知症になるということは、

早くから、かかりつけ医を持つことから始める。早期に主治医を持つ、かかりつけ医を持

つという、いい意味でのアドバイスを頂く。そういう医療に転換することがすごく重要だ

と思います。 

 

[小山座長] 

 すみません、フロアからどなたかしゃべりたいならどうぞ。これだけいろんな話が出た

んですが、何か質問、ご意見、ございますか。どうぞ。そんなの違うぞって言っていただ

いても結構です。他にいらっしゃったらマイクのそばまでどうぞ。 

 

[会場] 

北海道医師会の常任理事をしております、Ａと申します。北海道から来ました。今日、

先生方のお話を聴いていると、非常に頑張ろうかなという気になってきました。 

一つ、先ほどお話がありましたが、例えば僕たちが、かかりつけ医の、介護保険でのい

わゆる医師の意見書の説明会に行っても、医者の反応が悪いのが目につきます。それは介

護保険での事業をしている医者以外にとっては、あまり関係のない世界というのが現実に

あると思います。それでそういう介護保険関係で必要のない診療科は、あまり関わりたく

ないのが現実です。 
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医者になる前に、介護保険はどういう世界なのかを学生時代に教えることが非常に大事

だと思います。北海道を除く他の県がどうかは知りませんが、大学の時にそういう紙切れ

も作られていて、それが介護保険の構図みたいなのも含めてやっているのかどうかが、ち

ょっと知りたい。 

それから、その介護保険も含めて、介護予防という概念をだんだん切り捨てていく方向

に行きつつある。介護保険から除外しようという傾向です。認知症のいろんな会議などに

行っても、薬物療法云々の前に、デイサービスを含めた、あるいは社会的ないろんなこと

を含めて、そういう関係を含めて刺激を与えるということが、薬を投与することよりもず

っと効くという発言がフロアからかなり出ています。 

先日、厚労省の方々もやっぱりどんどん機能を進める方向にまで、がんのことでこうい

うふうに流れを誘導していこうということが見え隠れする。ということを僕は感じている

んです。今後のこれから先、来年も含めて、先生方はどのように対応し、あるいは学会と

してどうアピールするとか、どう運動されていくのかといった方向性について、お尋ねし

たいと思います。 

 

[小山座長] 

 はい。他にご質問ございますか。どうぞ。ご質問ございませんか。認知症は病気じゃな

いって、そうかって話ですが。地域包括はどうか。今のお話も少しあれですけど。どうし

ますか、まずは運動方針ですね。日本慢性期医療協会としての運動方針、はい田中先生。

会長にします？ 武久会長もいますが、田中先生でしょう。性根を据えて答えてください。 

 

[田中志子氏] 

はい。まず一つは学生さん、誤解のないように言いますと、性根を据えて大変だと申し

上げましたが、私自身は認知症の方との関わりを非常に毎日楽しんでいます。山口先生か

ら教えていただくこと、群馬県同士ですので非常に多くて、私も患者さんを褒めていきま

す。そうすると、だんだん患者さんがおしゃれをしてきて「わあ、今日このネクタイ素敵

じゃない」というふうにお褒めすると、何回かするとさすが人生の先輩なもんですから、「今

日の先生のピアスも素敵ね」とか言うようになってくるんですね。そうすると私も患者さ

んのことが好きになって、好循環になっていきますし、口先だけで褒めているのは必ず見

抜かれてしまうので、そのへんはやっぱり亀の甲でしたっけ、年の功より亀の甲、亀の甲

より年の功ですかね。だんだん認知症の方も力が出てくるのかなと思っています。 

だから大変なことだけではなく、また知識をたくさん学ばなければいけないことだけで

はなく、楽しいこととかチームをつくることの良さみたいなものをもっと医学部の学生さ

んのレベルでやっていただく必要があると思います。おそらく小林先生のところの大学で

もいろいろされていると思いますが、群馬大学も学生のときに介護保険施設で実習をする

というのも数年前から始まっています。 
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もし日本慢性期医療協会としてできるのであれば、もっと総合診療科のところに、私た

ち慢性期医療の講座を少しずついろんなところでゲートするなり、市民公開講座みたいな

ところでお邪魔させていただいて、出前講座をするなりといった関わりで、若手のこれか

ら医師として世に出る学生さんたちにアプローチしていく必要があるのかなと、今、小山

先生のお話を伺って思いました。 

 

[小林利彦氏] 

私が医学を学んだのは 30数年前ですが、その頃は、これほど高齢者の内科領域の医学教

育がなかったように思います。そういう中で、老年医学科とか色々なものが出てきました。

今、慢性期医療、慢性期医学に対し色々な必要性がありますが、大学がそういう教育をす

るという視点で考えた時に、例えば、国立大学の中で老年医学科がある大学がいくつある

か、ごくごく限られております。私どもの病院も、当然ないのですが、医学概論等でそう

いった領域を授業の中で教えるようなことをしております。 

私は実は、県医師会の理事もして居りますが、そういったこともあって県の医師会長に

来ていただいて、地域医療や在宅の話をしていただくとともに、私自身も医療保険や介護

保険の授業をしています。ただ、学生たちにどう響いているのか、そういうこともありま

す。先ほど慢性期医療協会のほうで、そういった慢性期医療の集中講義や集中セミナーを

一生懸命やられているということなので、生涯教育としてやっていくという姿勢は重要で

はないかなと思います。 

 

[小山座長] 

 山口先生、物忘れ外来をやっている大学病院って結構あるんですか？ 

 

[山口晴保氏] 

はい、たくさんあります。 

 

[小山座長] 

 全部の大学にありますか。 

 

[山口晴保氏] 

 いや、全部ではないと思います。 

 

[小山座長] 

 先生みたいにリハの先生がいたり、いろんな先生が関わっているんですか。 

 

[山口晴保氏] 
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 多いのはむしろ神経内科、それから精神科の先生が関わっているところが多いと思いま

す。一部は老年科の先生が関わってくるところ。 

 

[小山座長] 

 いろいろされて何もなかったって文句をよく聞くんですが、それともう一つ、物忘れ外

来という、「私は物忘れしていないのに、なぜこんなところに連れて行かれなくちゃいけな

いんだ」っていう人がいっぱいいて、受診するまでがすごい、ぐじゃぐじゃになっている

ようなお話を聞きます。この辺りについて、何か解決方法はあるのでしょうか。 

 

[山口晴保氏] 

 一番、難しい問題です。名称を何にしても嫌がる人は嫌がってしまうので、いろんなテ

クニックを使っています。例えば、「奥さんの検診に一緒に付き合っていただけませんか」

とか、「健康診断に来たついでに、ちょっとテストを受けてみませんか」とかいろいろなこ

とで、来ていただいている。 

認知症で困るのは、今日も話しましたが、だんだん本人の病識が薄れてくるところが認

知症の本質なもんですから、そこは他の病気と根本的に異なってくるということがありま

す。ですから、うまい方法を使ってやる。認知症の初期集中支援チームというパイロット

事業をやっていますが、訪問までしているのですが、訪問しても家に入れていただけない

とか、そういうことが起こっています。 

 

[小山座長] 

 天本先生、政策的にどうするか。先生が日医の常任理事のときにお書きになった在宅医

療。 

 

[天本宏氏] 

そうですね。医療も介護も税金と保険料で成り立っているわけです。ですから、そうい

う意味において、経済の問題を抜きに考えることはできません。収入構造は医療保険、介

護保険、医療機関においても、収入構造が変わるわけです。そういう意味において、これ

からも、自己負担というものも増えてくると思うんです。その時にきちんと我々が利用者、

あるいは効果がある、有用性のあるものをいかにアウトプットできるかということが非常

に重要だろうと思いますね。 

ただ、先ほど言いましたように、認知症というのは、病識が進めば進むほど、落ちるん

であれば逆に早期診断で早い時期に認知症というものに診断ということで、病名説明する

とか病識が少しでも早く。そこはチャンスと思ってよろしいわけですね。 

 

[山口晴保氏] 
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 メリット、デメリットがあって、告知をされた方はすごく落ち込みます。ですからそれ

を支えていくシステムがあれば、早期から診断をして治療していけばいいと思います。 

 

[天本宏氏] 

 がんも、やはり告知する手法、それからバックアップの手法、これを揃えることによっ

てなるべく早く知っていただく。理解力のあるところでというものも大切だろうと思いま

す。 

 

[山口晴保氏] 

 ただ、年齢も関係してきまして 90過ぎた人に「あなたは認知症です」と告知をする必要

もないと思いますよね。 

 

[小山座長] 

 天本先生一言、地域包括ケア制度へ何か。 

 

[天本宏氏] 

 地域包括ケアは先ほど言いましたように、システムですから、組織として動くというこ

とが開業医にとっても非常に必要ですし、病院にとっても必要だし、それはチームケアと

いうところでしょうが、協働というものも、これからはいろいろなところの協働というと

ころで、そこにおける再統合というようなことでの役割。 

ですから、「ドクターがダメだ」と先ほどおっしゃいましたけど、看護が相当重要になる

と思いますね。介護と医療がよくわかっている、橋渡しができるところ、そこを地域看護

とかいろいろなものがありますから、いろんな領域が認知症に相当、介護でも水分補給と

かいろんな意味の便通管理をきちんとやってらっしゃるところはあるんですよ。そうすれ

ばかなり周辺症状がコントロールできると思う。これはもうデータ化されてきていまして、

だから医療はむしろ遅れているんじゃないですか、そういう面で。 

 

[小山座長] 

 はい。たぶん、よくわからないんですが、地域包括ケア、認知症と地域包括ケアを考え

た場合、結果的に慢性期医療の会員の先生方と会員の先生方の職員が、もっと地域に出る

しか問題解決の方法はないですよ。だって関心ないんだもん、本当に。こういうところに

行くと、なんか介護保険とか地域包括ケアって言うと、「何それ？」っていうわけですよね。

ですからいろんな所で言うのですが、もう少し地域に目をやってほしいし、もう少し認知

症の人のほうに目をやってほしいし、もう少し高齢者ケアについて目を通して、もう少し

慢性期医療に目をやって、と私も思っております。 

大した結論もないんです。今日、私は楽しかったと言いますか、天本先生をお久しぶり
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に、今日は言いたいことを言わせるんなら出てやるって言われて。すいません、言いたい

ことが言えたのかどうかわかりませんが、天本先生、伊藤先生、小林先生、山口先生そし

てなんか、性根を入れて頑張れという田中先生のお言葉で、皆さんも少し性根を入れて頑

張りましょう。ということで、このシンポジウムを閉じたいと思います。皆様、ご協力あ

りがとうございました。 

 

（了） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


