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認知症の人の支援
～医療との連携について～

2018.12.19

広島市西部認知症疾患医療センター 大畠 京子

安佐南区ケアプラン作成機関連絡会研修会
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医療と何を連携するか2

医療に何を求められてますか？

本人はどうありたいか
家族はどうあってほしいのか

共感しながらも評価して
対策（次の手）を

・医療現場が必要とする情報
・介護現場が必要とする情報

ニーズ

現状の評価
アセスメント

リスクマネジメント

方向性の共有
治療方針
介護方針
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草津病院と広島市西部認知症疾患医療センター4
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もしかして…

草津病院 広島市西部認知症疾患医療センター

認知症疾患医療センターは病院から独立した「機関」ではありません

自治体から病院に「委託された“機能”」です

5

機能としての認知症疾患医療センター
6

同じところにいます（草津病院見取図）

草津病院ホームページより

7

草津病院 南館ご案内

受付

診察室
外来ナース
ステーション

医療福祉相談室

広島市西部
認知症疾患医療

センター

地域連携室

PSW

専従PSW
専任PSW

Ns

事務

外来待合室

精神科も内科も同じ受付窓口
認知症疾患医療センター専用の窓口はありません
（精神科受付になります）

広島市から委託を
受けてできた部署

草津病院の精神科医が
診察します
認知症疾患医療センター
専属の医師はおりません

別棟

（外来と中で繋がってます）
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医療法人社団更生会草津病院について9

草津病院は「単科」の精神科病院

疾患別の初診患者割合

10

受診患者（初診・再診）の地域別割合

色々な地域の方にご利用いただいています
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1日平均外来患者数
12
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疾患別の入院患者割合

草津病院は「単科」の精神科病院
13

年齢別の入院患者割合

色々な年代の方がおられます
14

平均在院日数

草津病院は精神科救急病院
15

草津病院は精神科救急病院

24時間365日対応

↓

いつでも行っていい？

まずは1本ご連絡ください

なぜ？
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診察のながれ

 原則、初診の方は予約制です

 患者さんの状況を教えていただきたいです

精神科は症状だけ診て治療方針を決めることはできません
身体状況、生活状況等、事前に確認したい項目があります

診察室でも医師は生活史を改めてうかがいます
診断の告知や治療方針の説明も含め、初回診察はとても時間を
要します

1人の先生が1日に診察できる「初めての患者さんの数」は
限られます

17

救急で診てもらいたい場合も？

 まずは、ご本人の状況を教えてください

精神疾患があっても「1人の人間」です

「急変→草津病院！」と思っても身体状況悪化の場合があります
先に精神科を受診してしまうことで身体の治療が手遅れになる
リスクがあります

状況を伺うことで「身体科受診が優先」になる場合もあります

かかりつけ医にも相談して紹介状を用意しておきましょう

18

草津病院での言葉のつかいわけ

 入院

 外来

初診後、継続的に通院している人

診察日の確認や変更は外来看護師まで

 初診（原則予約制、PSWが事前聴取と調整）

・カルテがない人…初診

・最終受診から3ヶ月経過した人…久々初診

19

窓口いろいろ…

連絡先 対応時間 窓口職種 内容

草津病院代表
082-277-1001

24時間
365日

8:30～17:00
→受付事務

夜間帯
→当直看護師

通院中の医療相談
→外来へ

救急隊から→医師へ
入院費問合→医事課へ など

医療福祉相談室直通
082-277-1399

9:00～17:00
365日

PSW
（交代制）
（病棟担当制）

生活支援に関する相談
初回相談
退院支援、連絡調整
外来相談など

広島市西部認知症疾患
医療センター直通

082-270-0311

9:00～12:00
13:30～17:00

土日祝・盆・
年末年始除く

PSW 専門医療相談
外来相談
講師派遣依頼調整
会議参加依頼調整など

地域連携室直通
082-270-3033

9:00～17:00
日祝・盆・
年末年始除く

看護師 他院入院中の転院相談
（医師、看護師、連携室職員
からの相談）

病院、診療所医師からの相談

20
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認知症疾患医療センターについて21

認知症疾患医療センターの主な業務

 専門医療相談

電話または面談による相談

情報提供

 専門医療の提供

鑑別診断とそれに基づく初期対応

身体合併症や行動・心理症状（BPSD)への急性期対応

（入院先の紹介含む）

 認知症についての普及啓発

市民公開講座の開催、研修会の企画、講師派遣

 実績報告書の提出、連携協議会開催

医療福祉相談室でしていたこと

草津病院でしていたこと

地域包括ケアの推進

認知症施策の根拠

22

認知症疾患医療センターの機能
23

広島県認知症疾患医療センター

医療機関 電話相談受付時間 専用電話番号

千代田病院

山県郡北広島町今田3860

月曜〜金曜（祝日除く）

９：００〜１７：００
0826-72-8262

メープルヒル病院

大竹市玖波5丁目2-1

月曜〜金曜（祝日除く）

９：００〜１７：００
0827-57-7461

ふたば病院

呉市広白石4丁目7-22

月曜〜金曜（祝日除く）

９：００〜１７：００
0823-70-0571

宗近病院

東広島市西条町御園宇703

月曜〜土曜（木曜・祝日除く）

８：００〜１６：００
082-493-8651

三原病院

三原市中之町6丁目33-1

月曜〜金曜（祝日除く）

９：００〜１７：００
0848-61-5515

光の丘病院

福山市駅家町向永谷302

月曜〜金曜（祝日除く）

９：００〜１７：００
084-976-1412

三次神経内科クリニック花の里

三次市十日市東4丁目3-10

月曜〜土曜（祝日除く）

９：００〜１６：００
0120-870-318

広島県からの
委託事業

24
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広島市認知症疾患医療センター

医療機関 電話相談受付時間 専用電話番号

広島市東部認知症疾患医療センター※1
（医療法人せのがわ 瀬野川病院）

広島市安芸区中野4丁目11-13

月曜〜金曜
（祝日、お盆及び年末年始を除く）

９：００ 〜１２：００
１３：００〜１６：００

082-893-6266

広島市西部認知症疾患医療センター※2
（医療法人社団更生会 草津病院）

広島市西区草津梅が台10-1

月曜〜金曜
（祝日、お盆及び年末年始を除く）

９：００ 〜１２：００
１３：３０〜１７：００

082-270-0311

広島市からの
委託事業※

※1の指定期間…平成26年10月1日〜平成31年3月31日
※2の指定期間…平成26年4月1日〜平成31年3月31日

（上記以前は平成23年10月1日〜平成26年3月31日）

25

医療福祉相談室は、精神科ソーシャル
ワーカー（PSW）で構成されています

医療福祉相談室について26

PSWの業務（外来、入院かけもち）

 入院中の方の退院支援（病棟担当制）

 初回相談（受診前提ではないものも含む）

 外来通院中の相談（障害年金の申請支援、
障害福祉サービスとの連絡調整等）

 入院時対応（アセスメントと契約）

27

認知症疾患医療センター受託前と後

統合失調症、気分障害、認知症、アルコール

依存症、発達障害、神経症等（疑い含む）

医療福祉相談室の全PSWで対応

↓

入院になったら、病棟担当PSWがマネジメント

（初回相談を受けたPSW＝入院担当とは限らない）

28
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認知症疾患医療センター受託前と後

統合失調症、気分障害、認知症、アルコール

依存症、発達障害、神経症等（疑い含む）

認知症以外の受診相談は相談室の全PSWで対応

認知症の受診相談は認知症疾患医療センターPSWで対応

↓

入院された方が認知症の方でも、医療福祉相談室の

PSW（病棟担当）がマネジメントする
（認知症疾患医療センターPSWは病棟担当をもたない）

29

精神科の治療30

全人的な医療

 症状に対する治療だけではない

 生活支援を見据える

 家族関係調整をする

 受診して終わり、ではなく始まり(地域連携)

31

相談いただく時のポイント

本人へ説明
意向を確認

32
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百聞は一見に如かず

「私の利用者さんで、最近妄想がひどくて
夜も寝てなくて家族が疲れている」

相談する側から見えている状況

↑↓

相談を受ける側（医療機関）が想像する状況

33

専門職のみなさんと共有したいこと

◆目的

 連絡の主訴（受診？入院？報告？共有？）

 受診の目的（受診した後は？）

 入院の目的（入院した後：退院後は？）

◆状況整理

 ニーズの整理（誰が、何をどうしたいか）

 課題の整理（誰が、何に困っているのか）

34

その人らしさを理解しようとする姿勢

 「パーソン・センタード・ケア」の創設者トム キッドウッド

“認知症再考「最も重要なのはその人である」(1997年)”

↓

パーソン・センタード・モデル

認知症＝P+B+H+NI+SP

P）性格傾向

B）生活史

NI）脳の障害

H）身体の健康状態

SP）社会心理

35

キーパーソン、状況をよく知る方から聴き取り

↓

キーパーソンが同行できる日で調整

↓

初診は原則予約制

↓

初診（検査、問診、治療方針の決定）

相談から受診(初診)までのながれ

相談日～予約日
までどのくらい
待つ？

初診時の時間は
どのくらい？

空いてる日で
予約して終了、
ではありません

介護保険主治医意見書
作成相談の時は

要注意！

36
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医療

・認知機能関すること

・認知症診断の有無と治療歴、

・持病など

介護
・要介護度
・サービス利用状況
・生活動作(ADL)の介助有無
・ケアマネジャーについて

住まい・家族状況
・相談者の思い
・独居、同居、介護施設
・キーパーソン
・家族構成

生活歴や習慣等
・最終学歴、職歴
・飲酒や喫煙習慣
・以前の性格傾向
・趣味
・車の運転

本人の思い
今の状況をどう感じているか

受診予約の前に伺うこと
37

病歴のポイント（鑑別診断のために）

 いつ頃から様子がおかしいのか？

例）×最近 ◎今年の7月頃から

 最初の症状は？いつ頃？

例）×数年前 ◎3年くらい前

例）物忘れ→同じことを確認する、でも生活に支障なし

物忘れ→通帳をなくす、警察に通報する

 ADL（歩行、食事、着替、入浴、排泄）は？

例）杖、車椅子、半年前から小刻み歩行

 既往歴
例）糖尿病、脳梗塞、肺炎、骨折、癌（時期も）

38

病歴のポイント（これからのために）

受診して、今何を解決したいのか？

・これまでどのような治療がされてきたのか？

例）1年前に脳外科でCTとMRIを受け、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症と

言われた。かかりつけ医からｱﾘｾﾌﾟﾄが出されたが吐き気

がひどくてやめた。今は抑肝散を飲んでいる。

・本人家族はこれまでの治療についてどう思っているのか？

・家族はどうしたいと思っているのか？

誰が、どのように困っているのか？

どうなったらいいと思っているのか

39

受診予約をした後

電子カルテや紹介状の
内容を参考にしながら
必要な検査、診察を行
います

本人またはご家族の了解を得て電子カルテをつくります
（ご氏名、生年月日、ご住所を伺います）
専門医療相談で伺った内容を事前に記録し、
医師や外来看護師と共有します

精神保健福祉士

診察場面では、「本人からのお話」「家族からのお話」両方伺います

本人が信頼している人、
普段の様子が分かる人が
一緒に来られるようにし
ましょう

40
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＜主な検査項目＞

頭部CT、血液検査、身長、体重、

心電図※、胸部レントゲン※（※入院希望の場合）

神経心理検査(本人向け、家族向け)、その他認知機能検査等

頭部MRIが必要な場合は
連携病院を紹介します

身体の状態が認知機能に影響を及ぼしていないか

どの認知機能に支障が出ているのか

受付〜診察終了まで
約1時間半〜2時間程
かかります

初診で行われる主な検査
41

精神科病院に入院を考えた時に知っておいて
もらいたいこと

42

精神科病院の入院

 精神科病院の入院は「精神保健福祉法(※)」に基
づいて行われます

 たとえ主治医であっても、法律に基づかない入院
を強制的に行うことはできません

※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

43

精神科病院の入院形態

 任意入院
本人の同意

 医療保護入院
配偶者、親権者、扶養義務者、成年後見人、
または保佐人の同意（順不同、未成年は不可）

 応急入院
同意者は存在するが連絡がとれず、急速を
要する場合。72時間限定

44
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同意者が本人にならない場合

 配偶者、兄弟、三親等以内の直系血族いずれかの同意が必要

内縁関係は不可

子の配偶者（例：長男の妻）は不可

おじ、おば、甥、姪は不可

未成年は不可

養子縁組をした者は可

おじ、おば、甥、姪であっても「家庭裁判所で

扶養義務者の選任」を受けた者は可

 成年後見人、保佐人も同意者になりえる

補助人は不可

 任意後見人は不可

45

入院同意や契約上、スムーズに入院治療に
なることが難しいケース

46

同意者がいない

 本人は同意能力がなく、同意者となり得る家
族は関わりを拒否している

→法律に基づいた入院はできないため

外来治療

 本人は同意能力がなく、同意者となり得る家
族がまったくいない

→居住地の市町村長同意を得て入院

「入院はできる。でも…」

47

入院契約する者がいない

 本人は同意能力がなく、同意者となり得る家族が
まったくいない
→入院同意は市町村長同意で対応
→病院と入院契約する人は？
入院中、本人宅等を管理できる人は？

↓
日頃から家族関係調整を行ったり

（契約者は精神保健福祉法に基づかない）
状態によっては成年後見制度の活用

48
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こんな事例がありました

 サービス付高齢者向け住宅入居中

数年前に入居。

入居時は軽度の認知症があったが本人が入居

契約を行った。

家族はいるが関係不良で連絡先不明。

契約時は当時の介護支援専門員が同行。

入居と同時にサービス付高齢者向け住宅の介
護支援専門員に引き継ぎされた。

49

措置入院について50

実際にあった相談

家族「うちの人を措置入院させてください」

支援者「利用者さん、措置入院になりませんか」

↓

措置入院は医療機関で判断するものではありません

51

精神科病院の入院形態

 措置入院（精神保健福祉法に基づく）

自傷他害のおそれがあり

行政等から精神科病院医師へ診察の依頼があり

精神保健指定医2名が診察し

2名とも「要入院」と判断した場合に

強制入院となる

52
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草津病院での入院治療53

様子がおかしい！→精神科へ？

精神疾患が疑われる場合で、精神症状が激しいと
「即、精神科病院へ！」となりがちですが、実は
身体の方が悪くて症状が出ている場合もあります。

例えば…
・脱水
・２、３日前に転倒して頭部打撲。その時は何とも
なかったが、その後「慢性硬膜下血腫」を発症

・イレウス
・脳梗塞
・がん

54

老い
（認知症の進行だけでなく加齢による症状もみられます）

東京都福祉保健局ホームページ資料に加筆

55

草津病院の入院までのながれ

 精神科医師の診察、説明
外来治療でなく、入院治療が必要かどうか

入院治療の目的等、本人家族へ事前説明

 内科判定
重篤な身体合併症があれば、先に身体科の病院へ

単科の精神科病院で対応可能な身体状況かどうか

 家族に入院予定病棟の見学、費用の説明
病棟見学後、ご家族の気持ちが変わることもあります

56
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草津病院の入院条件

 主治医の診察で入院が必要と認められ

 重篤な身体合併症がなく

 精神保健福祉法に基づいた「入院に同意する人
（同意者）」がおり、同意者から同意が得られ

 空床がある

57

入院治療
草津病院ではチーム医療の実践を行っています

看護師 主治医 担当内科医 精神保健福祉士 薬剤師

介護福祉士
栄養士

作業療法士

退院後生活環境相談員

58

入院時から「退院後の暮らし」に向けて
多職種で連携しています

入院治療と
入院見込み期間
の説明
（1〜3ヶ月)

―退院前カンファレンス―

ケアマネジャー
等と情報共有

―地域連携―
PSWや看護師、作業療法士
等が入院中に、退院予定先
(自宅や介護施設)に事前訪問
したりします

―退院前訪問指導―

退院できる状態になれば
入院見込み期間に到達して
いなくても退院に向けて
調整を始めます

―院内カンファレンス―

―サービス担当者会議―

―家族面談―

退院
（外来治療）

―外出・外泊―

入院治療

退院後を見据えた治療、ケア、支援

59

皆様と連携していきたいこと60
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本人、家族の心理的支援

 本人の家族の多くは、精神科受診には拒否や
ためらいがあります。受診を勧められる場合
は、受診の目的を共有し、ぜひ初回だけでも
一緒に来院していただければと思います。診
察室での本人家族の様子を知ることや主治医
と顔の見える接点を持つことでより良い連携
ができると思っています。

 入院中の面会制限は基本ありません。なじみ
の顔を見られると本人の表情は和らぎます。

61

専門職としてのアプローチ

 入院を考えられる場合も「入院の目的
（目標）」を共有し、入院前から「退院
後のプラン」を提示されたり、面会に来
ていただくことで本人家族は心強く感じ
られています。

 入院時から医療福祉相談室PSWと一緒に
支援しましょう。

62

まとめ

病院に勤務する私たちは、本人の人生の中で

ごく限られた時間を共有します。

「これまでのこと」「これからのこと」は

病院に受診してすべて解決はしません。

本人の医療ニーズが高まった時、

タイムリーに、スピーディに

連携をとっていきたいと思っています。

63


