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認知症初期集中ケアチーム事業

• 国のオレンジプランで全市町村に設置することが定められている
• 牧病院認知症医療センターは筑紫野市と太宰府市を担当している
• チーム員構成

– 認知症サポート医 牧・安富
– 研修を受け試験に合格した保健師とPSW各1名

• 対象者
– 40 歳以上で、在宅で生活しており、認知症が疑われる人か認知症の人で、

以下のいずれかに該当する

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

（１）認知症疾患の臨床診断を受けていない
（２）継続的な医療サービスを受けていない
（３）適切な介護保険サービスに結び付いていない
（４）診断されたが介護サービスが中断している

– 医療サービス、介護サービスを受けているが行動・心理症状が顕著なため、
対応に苦慮している
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認知症初期集中ケアチーム事業

• 認知症医療センターとして筑紫野市・太宰府
市を担当している

• 認知症サポート医 牧

• 保健師・PSW各1名

• 筑紫野市に4つ、太宰府市に1つある地域包

括支援センターからの連絡で医療や介護に
結びつかない問題事例を扱っている
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筑紫野市・太宰府市の事業

• 地域住民や医療機関からの相談は各市の地域包括支援センター
で受け付けている

• 包括職員は各市で保健師・社会福祉士・主任ケアマネなど職種別
に勉強会を行っており、地域の相談支援・権利擁護や各種機関の
連携など日常的に対応している

• 包括に相談があったケースはまず包括で対応して、困難な場合は
初期集中ケアチームに連絡があり、共同しておおむね半年以内で
解決し、解決後もモニタリングを行い、さらに半年程度で終了とす
る

• 解決しない場合は包括に返して経過を観察する、再依頼もOK
• 両市では、国の定める基準とは別に合同で問題事例を包括職員、

担当ケアマネと市の担当者が認知症医療センターに持ち寄り、初
期集中ケアチームとの事例検討会を２か月に１回開催している
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令和3年1月－12月の実績
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件数 筑紫野市 太宰府市 合計

新規依頼 4 2 7

終了 4 5 7

対応中（月平均） 1 2.3 3.3

対応件数（合計） 11 28 39

計画立案 3 4 7

チーム員会議 11 23 34

訪問回数 4 4 8

モニタリング回数 5 2 7

包括との事例検討会 11 11 22

その他相談 11 2 8



ケース 包括からの依頼

R4/11/7（X-5日） 夫が留守中、一人で外出し行方不明となり
警察の捜索（警察犬）により発見。徳洲会病院へ救急搬送、
身体面は異常はなかった。その後夫が地域包括支援センタ
－へ相談したところ、6か月前より入浴をしておらず、着替え
は3か月していないことが分かった

包括職員が訪問してみると、自宅内では、ダウンジャケット、
外靴、バッグを提げたまま落ち着きなく動き回っている。最近
ある認知症対応型デイサービスを体験し、職員による迎えに
応じ来所したものの、靴が脱げず不穏となり帰宅した

同居の夫が家事全般をしているが負担はないと言われ、介
入が難しくなっている。入浴、着替えをしてもらいたいとの意
向あり、R4/11/15（X日）包括から認知症初期集中支援チ－
ムへ介入依頼となった
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包括からの追加情報

75歳女性、夫と二人暮らし、女子大卒、航空会社管理部勤務
H25年（65歳）ごろから物忘れが認められた。
Ｒ3/8（74歳）に義理の息子が医師として勤務する福岡市の
病院を受診。 ＭＭＳＥは18点。ＭＲＩで全般性の脳萎縮を認
め、特に側頭葉や海馬周囲に目立った。ＳＰＥＣＴでは、両側
頭頂側頭葉、後部帯状回などに血流低下を認めた。甲状腺
機能低下もあったため、チラージンが開始された。アルツハ
イマー型認知症と診断され、ドネぺジル、リバスチグミンが処
方されたが、イライラがつよくなったため中止となった。

転院を希望し、かかりつけ医へ紹介状をもらったが、通院せ
ず夫の介護のもと生活を継続していた。
実は令和3年以前に内科のかかりつけ医から認知症セン
ターへの紹介状をもらっていたが受診していなかった。
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チーム員会議（評価）

• 女子大卒、航空会社管理部勤務。H25年（65歳）ごろから物忘れが認められ、Ｒ
3/8（74歳）に病院を受診。ＭＭＳＥは18点→この世代では高学歴、社会活動レベ
ルも高い。MMSEの点数は高くても重い認知症の可能性がある

• 甲状腺機能低下で投薬→飲めていないか？その場合認知症の進行は早い

• 一人で外出し行方不明となり警察の捜索（警察犬）により発見→徘徊のため事故
の危険性が高い、夫の手に余っているか夫が無関心なのではないか？

• デイサービスの場面で靴が脱げず不穏。本人が入浴や更衣を嫌がって、着替え
を3か月、入浴を6か月していない→本人に着衣失行（視空間失認）があり、夫も
介入できないのではないか、症状からはアルツハイマーの可能性が高い、本人
は症状を受け入れず介入拒否があるのではないか

• ドネぺジル、リバスチグミンが処方されたが、イライラがつよくなり中止→興奮性
のある患者ではしばしばみられる。信頼して受診したのに・・・と家族は絶望して
いるのではないか？

• 夫の会話が聞こえてくると厳しい口調で「誰の事？私は違うわよ。いらんことして
から」と立腹口調→認知症を受け入れず攻撃性も見られる
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チームとしての計画と問題点

• まず、訪問
– 本人の行動障害と夫の負担はどの程度か
– 夫が介入を受け入れるかどうか
– 夫や家族の協力がどれぐらい得られるか
– 通院・服薬が可能かどうか

• 夫の理解・了解と実際の行動がないと介護サー
ビスの利用や入院治療が困難

• 介護拒否が強いため、すぐに入浴等のサービス
を利用するのは困難であろうと思われる

• 専門医受診を勧め、診察で評価してデイケアか
デイサービスを提案していく
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初期集中ケアチームの介入1
R4/12/9(X+24) チ－ム員初回訪問
自宅は綺麗に片付いており、庭の手入れもされている。室内は絵や装飾品が飾られ
ている。ダウンジャケットを着用。バッグを持って、外靴を履いている。やや驚いた様
子であった。チーム員が血圧などを測定。拒否はなく、応対は穏やかだが、夫とチー
ム員との会話が聞こえてくると厳しい口調で「誰の事？私は違うわよ。いらんことして
から」と立腹口調となる。（病状の否認と攻撃性）
会話はちぐはぐで本人も途中、「何を言ってるか分からない」自らこぼす場面もあった。
夫の介護負担を心配するも「僕は負担はないよ、家事も嫌いではないから。メンタル
は強い方だと思う。」と話す。美容室や病院などに不潔な状態で連れていくことに恥
ずかしい気持ちや申し訳ない気持ちが強く、遠慮しがちになっている様子が伺えた。
徘徊はあったが、今後は１人にすることはないので大丈夫。自宅内の鍵を交換し出
られないようにした、と夫なりの対処法を講じていると話す。（手に余っている証拠）

チ－ム員）まず認知症センターで鑑別診断を行なったのち、認知症の状態と今後の
サ－ビスについて検討していくことを提案し了承を得た。また福岡市内に住む長女
からも状況確認の連絡を行なうことも許可された。
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初期集中ケアチームの介入2
R4.12/13（X+28日） 娘へ連絡

娘）元々母は家にいるのが好きな人。父が「ずっと見張っておく。」とは言うもの
の、四六時中見ておくことは不可能だろう。自分はこどもがまだ小さく、母を看る
ことができない。父は家事はできるから、デイサ－ビスか自宅で入浴と散髪を希
望している。本人が入浴や更衣を嫌がっており、無理やりすることができない。
徘徊して、救急車で徳州会に受診したときも更衣させるのに1時間かかった。（本
人の介入拒否）幼児でも保育園を嫌がって帰りたいと言うから、場所に慣れれば
自宅以外でも居れるのではないか。（夫と距離を置く時間が必要と感じている）
多少嫌がっても居させてもらえないだろうか。

チ－ム員）認知症の種類が分からないため、専門医で診断をつけて、今後の対
応を考えるように認知症サポート医に相談する予定にしている。

娘）夫に伝え、受診する段取りをつけます。

チーム員）内科のかかりつけ医への紹介状をお持ちなので、それをそのまま当
院に持参していいか記載した娘さんの夫である医師に許可をいただきたい

娘）許可します、とのこと
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R4.12.23（X+38日）
認知症センター受診

礼節は保っているが、物忘れについて本人は否定。主婦として通常の家事はしていると医師へ
話している（実際には、全くしていない）。取り繕いや言い訳が目立つ、病識はない。
自立歩行、トイレ周辺を汚す。失禁はあるが頻繁ではない。掃除はできない。入浴・歯磨きでき
ない。更衣できない。食事は自力摂取可。薬・金銭の管理はできない。
記憶障害、見当識障害、実行機能障害、視空間認知障害
ＢＰＳＤ：徘徊、易怒性、意欲低下あり、
振戦、筋緊張亢進、姿勢異常等なし
ＨＤＳ－Ｒ：3点 即時再生のみ3点 物品呼称ＯＫ
頭部ＭＲＩ：両側の内側側頭葉～海馬領域を主体とする中等度～高度の脳萎縮
身体合併症：甲状腺機能低下症、脂質異常症
チラージン25μｇ、ロスバスタチン2.5ｍｇ 現在内服していない。
【評価・方針】
#重度アルツハイマー型認知症
→介護全般に拒否的。メマンチン開始、デイケアの導入を試みる。夫は外来治療を希望されて
いるが、介護負担の軽減がはかれないようであれば、入院治療も検討。
【診察後、チ－ム員より夫へ声掛け】
夫S)さっきは外来治療を希望って言ったけど、もし難しくなったら先生に入院の相談をしてもい
いんでしょうか？
→希望時はいつでも相談してよいことを伝えた。デイケア利用は薬の効果をみながら検討して
いきたいとのこと。
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検査

• 心電図：洞調律、軸正、左室肥大所見なし、有意なST-T変化なし、
QT延長なし

• 血液：甲状腺機能低下症、脂質代謝異常
• 胸写：CTR 57.7%、両側CPA鋭、大動脈蛇行なし、大動脈壁石灰化

像なし、肺血管陰影増強なし、肺野に明かな異常陰影を認めない
• 頭部XP：明かな骨折線、骨融解像、頭蓋内人工物陰影を認めない
• 頭部MRI：体動によるアーチファクトがありpoor study、両側の内側

側頭葉～海馬領域を主体とする中等度～高度の脳萎縮を認める、
側脳室の拡大を認めるが円蓋部の脳溝狭小化は目立たず水頭
症の可能性は低いと思われる、陳旧性脳梗塞・脳出血を示唆する
明かな所見なし、側脳室周囲に白質病変を認める、頭蓋内占拠性
病変なし、頭部MRAで右椎骨動脈遠位部の狭小化が疑われる
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MRI VSRAD
• VOI内萎縮度(VOI内の0を超えるＺスコアの平均) 6.06 

［関心領域内の萎縮の強さを表す指標］
0～1･･･関心領域内の萎縮はほとんど見られない
1～2･･･関心領域内の萎縮がやや見られる
2～3･･･関心領域内の萎縮がかなり見られる
3～ ･･･関心領域内の萎縮が強い

VOI内萎縮領域の割合 98.65%
［関心領域内の萎縮の広がりを表す指標］

0～30 ･･･萎縮している面積が狭い
30～50･･･萎縮している面積がやや広い
50～ ･･･萎縮している面積が広い

• 全脳萎縮領域の割合 11.26
［脳全体の状態を表す指標］

10～脳全体の萎縮が強い
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その後の経過

R5.1.5（X+51日）再診

薬服用後も状態に変更はないが、失禁が増え
ているとのこと。ケアマネとの契約と、当院の重
度認知症デイケア利用を検討していくこととなっ
た。

現在通院継続中で、飲み忘れを防ぐために服
薬を朝1回とし、夫はケアマネの自宅訪問を嫌
い、当院の重度認知症デイケアの通所を希望
し、現在調整している。
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徘徊の危険性について

過去には太宰府市、筑紫野市で徘徊で死亡した例が1例ずつある2
例とも側溝にはまって死亡して発見されている

一方で徘徊者の早期発見を目的にした徘徊模擬訓練など、筑紫管
内で盛んな地域もあり、この啓発活動により一定の効果はあがって
いるとおもわれる

啓発の内容として、認知症かなと思った人に声をかけることに重点
が置かれているが、徘徊の持つ危険性はあまり触れられていない

徘徊は基本的に危険な問題行動である
 鉄道事故、交通事故、行き倒れ

 徘徊を当たり前の行為のようにして、介護を不足したまま放置し警察や地
域住民に負担をかけ続ける家族もいる
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在宅での徘徊対策

徘徊の効果的な防止方法は基本的にありません。

1. 短期入所（シート・スティ）とデイサービスの併用か入所を考える

2. 近所の人やお店の人に本人の顔を覚えてもらって、一人で歩いている
姿をみたら家族に連絡をお願いする

3. 本人の名前や住所、連絡先がわかるものを必ず持たす。例えばバック
の中や財布の中、洋服のポケットなどにそれを入れておく。あるいは本
人がいつも使う靴の裏に書いておく

4. 貸し出しのＧＰＳ端末機を利用→場所はわかるが徘徊は防げない

5. 他の市でもあると思われるが、筑紫野市では、家族が筑紫野署に徘徊
行方不明者の捜索依頼で来ると筑紫野市高齢者支援課にも連絡があり、
家族の許可を得て市内の包括や介護事業者等に顔写真付きでメールを
流す。それとは別に、県内全域の希望者（認知症サポーター養成講座を
受けた人や登録した人）に「防災メールまもるくん」を流している。
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徘徊・行方不明高齢者捜索協力の依頼
について（顔写真付き）メール

筑紫野市役所高齢者支援課からです。

昨日（2/6）の午後８時３０分ごろに下記の方が行方不明になられました。

市内事業所の皆様におかれましては、送迎や訪問の合間など、

可能な限り捜索協力をしていただくようお願いします。

こちらの情報は、県内対応防災メールまもるくんで配信済です。
また、新たな情報が入り次第、随時お知らせいたします。
※顔写真を添付しています。

【氏名】〇〇 〇（×××× ××）
【年齢】77歳
【性別】男性
【住所】筑紫野市大字永岡
【所在不明発覚時の時間】２月６日 午後８時30分
【服装】青色の上着、茶色のズボン、黒の長靴、白の帽子、薄橙の手提げ
【身体的特徴】短髪、ふらつきなく歩く（杖無し）
【認知症の有無】有り
【徘徊歴の有無】有り
【不明前の様子】２月６日午後８時30分に外出してから行方が分かっていません
【その他（よく通っていた場所など）】五郎山公園、コスモス永岡店
【発見時の連絡先】１１０番通報をしてください
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興奮と介入拒否について

 症例でもあったようにアリセプト、リバスチグミンなどを投与すると興奮しや
すくなり、介護できない状態になる場合がある→家族は認知症の薬をも
らったのに介護できない状態になったと感じ、絶望しやすい

 アリセプト、リバスチグミンの添付文書では興奮がある場合は中止となって
いる→長期に服用して中止すると一挙に認知症の症状が進み、家族は絶
望しやすい

 興奮と介入拒否はもともとの性格も関係するが、物忘れに伴う不自由な状
況を自分の症状ではなく他人のせいとする他罰的な性格傾向と、症状のた
めにできないことに対するイライラが根底にある

 発症当初から興奮や介入拒否が見られるケースは介護が難しくなり、結果
的に認知症が進行し困難ケースになりやすい

 攻撃性にもつながりやすく、ひっかく、たたく、つねる、足でけるなど暴力に
発展するケースもある

 放置すると、介護者が本人に無関心になる場合もあるし、義務感や愛情の
強い介護者の場合は絶望から介護者自身も介入拒否になり、周囲から孤
立してしまい、結果的にさらに困難なケースになる
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MMSEや長谷川の点数について

 ケースでは、Ｒ3/8（74歳）に義理の息子が務める福岡市の病院を
受診しＭＭＳＥは18点だった→重度認知症とは判断しにくい点数で
あるが、認知症は「患者の通常の状態からの知能の低下」と定義さ
れている→職歴・学歴など細かい病歴を聴取すると、もともと知的レ
ベルの高い人の場合はMMSEや長谷川の点数は高くても重度であ
る可能性がある

 ケースでは長谷川でR3/8で18点、R4/12で3点で１年半で15点落ち
ている→通常の医療・介護を受けていれば１年で3点落ちるといわ
れている。介護の質・量が下がると急速に落ちる（このケースでは年
10点だが、当院で確認されているのは年7点が最高だった）

最初のテストの精度が不明で未治療の甲状腺機能低下症の影響
はあると思われるが、ケースでは急速に落ちているので医療の継続
がなく、介護の質・量が不足していることは明らかである

 このようなケースでは細かい病歴の聴取や長谷川やMMSEの正確
な評価が必要なので、専門医にご相談ください

2023/2 筑紫地区介護保険主治医研修会 20



一般的に、あとあと問題になりそうなケース

 認知症の検査などの拒否

 認知症の話題を避けようとする

 認知症があるかもしれないことを強く否定

 自分は健忘はなく（健忘したことを忘れている）、周りが悪いという確信

 もともとの性格も関係するが、被害妄想や易怒性がある

 このようなケースでは興奮性の認知症薬の投与が裏目に出ることも多い
 易怒性の亢進
 妄想の強化
 長い間投与した後に中止すると、信じていただけに家族の落胆が大きく、結果的に治療へ
の不信や絶望につながりやすい

 医師との信頼関係が強いと拒否を突破できる可能性もないではない

 検査などの目的で紹介状を渡し、認知症センターへの受診を促してください

 精神科病院に対する偏見も言い訳に使われるが、昔の話と一蹴してください

 受診拒否など難しい場合は担当する地域包括支援センターに連絡してください
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このケースで受診につながった理由と
直ちに入院にしない理由

受診につながった理由
 包括に連絡があり、包括職員と認知症集中ケアチームの職員が上手で夫
が受け入れてくれた

 初回訪問時に「何を言ってるか分からない」自らこぼす場面もあったことから
全く社会性や病気についての理解が本人にないわけではなかった可能性
がある

 夫が完全に絶望せず、初診後「入院もできるか」と尋ねるなど医療機関に
頼ってでも助かりたいという気持ちがまだあった

 娘や娘の夫（医師）も協力的であった

直ちに入院にしない理由
 早い時期に入院が望ましいが、夫との信頼関係がまだ不十分

 夫が本人病状を軽く考え、高望みしている可能性がある

 無理に入院を説得すると在宅での生活を望む夫が絶望する可能性もあり通
院自体をしなくなる可能性がある
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筑紫野市 地域包括支援センター

地域包括支援センター むさし

筑紫野市湯町2‐9‐2
電話 092－925－2775
天拝坂・都府楼団地・杉塚・塔原・六反・本
町・入舟・京町・中央・栄町・昭和・次田・大
坪・大門・鳥居・旭町・東町・湯町・武蔵・上
古賀

地域包括支援センター アシスト桜台

筑紫野市大字常松456‐2
電話 092－923－8803
石崎・若葉団地・中原団地・針摺東・柚須
原・香園・本道寺・大石・原・西吉木・東吉
木・宮の森・みかさ台・ゴルフ場団地・上阿
志岐東・上阿志岐西・中阿志岐・下阿志岐・
天山・牛島・諸田・常松・永岡・桜台

地域包括支援センター ちくしの荘

筑紫野市大字原田462番地

電話 092－926－2871
原田・城山・筑紫・若江・隈・西小田・馬
市・下見一・美咲・岡田・筑紫駅前通・光
が丘・美しが丘北・美しが丘南・山家1

地域包括支援センター 天拝の園

筑紫野市大字立明寺618-1
電話 092－918－5788
東新町・紫ヶ丘・曙町・宮田町・松ヶ浦・
紫・天神・俗明院・平等寺・朝倉街道団
地・山口・萩原・古賀・立明寺・むさしヶ
丘・針摺
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太宰府市 地域包括支援センター

太宰府市地域包括支援センター

太宰府市五条三丁目1番1号 いきいき情報センター1階
電話番号 092-929-3211
太宰府中学校区、太宰府東中学校区

太宰府市地域包括支援サブセンター

太宰府市大字通古賀197番地3 スポーツ振興事務所1階
電話番号：092-918-2200
学業院中学校区、太宰府西中学校区
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かかりつけの先生方へのお願い

初期集中支援チームの活動として、チーム員もしくは地域包括支援セ
ンターの職員が、先生方のご意見や病歴、受診状況、処方薬などを
お訊ねする場合があります

チーム員や地域包括の職員には守秘義務がかかっています

医療機関を訪問させていただく場合、私（サポート医）か筑紫医師会
事務から前もって連絡をさせていただき、その後面談の予定を調整さ
せていただきます。

また、認知症の患者さんのことで私（サポート医）にご相談があれば
病院にお電話ください。場合によっては折り返しますが連絡はつくよう
にしております。（センター担当PSW☎092-922-2857）

以上、ご協力をよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
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