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Toho Sakura Neurology 日本の人口 



Toho Sakura Neurology 

80（歳）はサラワラビ（童） 90（歳）となって
迎えに来たら、l 00（歳）まで待てと追い返
せ。老いては子に甘えるな。我が村に来れ、
自然の恵みと長寿の秘訣を授けよう・・。 
沖縄県 大宜味村(おおぎみそん) 

21-22% 17% 30% 23% 

全国 

高齢者人口 

若年者人口 18% 11% 13% 11-13% 



千葉北総での認知症の現状 

 ６５歳以上の高齢者の１０～１３人に１人が認知症と言

われ、佐倉市でも３，５００人前後の患者がいると想定さ

れている。 

 千葉県は今後１０年間、埼玉県に次いで全国２位のス

ピードで高齢化が進むことが想定され、患者の増加が予

想されている。 

監事: 志津雄一郎先生(精神科) 
副監事: 榊原隆次(神経内科) 

佐認会 

カムロちゃん 

5 さくらパス 

(佐倉市認知症地域ネットワーク
医療介護連携推進協議会 H23) 

医師、歯科医師、薬剤師、地域包括支援センター職員、市職員  



6 さくらパス 



佐倉市認知症地域ネットワーク 

医療介護連携推進協議会（佐認会）について 
目的 ： 認知症高齢者及びその家族が、住み慣れた地域において安心し
て生活を継続できるようにするため、佐倉市認知症地域ネットワークの一
環として、認知症に関する医療連携及び医療と介護の連携の推進を図り、
もって佐倉市における高齢者福祉の向上に資する。 

 

発足： 平成２３年５月２３日 

団体の性格 ： 医師、地域包括支援センター職員、市職員からなる協議会
（任意団体） 委員１６名 

    会  長： 志津 雄一郎（志津クリニック院長） 

    副会長： 榊原 隆次（東邦大学医療センター佐倉病院 准教授）  

    事務局 ： 佐倉市福祉部高齢者福祉課  



認知症連携パスを活用した 

医療と介護の連携モデル事業 
 

平成２４年６月 千葉県がモデル事業を受託する団体を公募 
 

   平成２４年７月 ４地域がモデル地域として指定される 

（～平成２５年３月２２日まで） 
 松戸市 【社団法人松戸市医師会   旭神経内科リハビリテーション病院】  
 佐倉市及び近隣市町村 【佐倉市認知症地域ネットワーク医療介護連携協議会】  
 東総圏域（銚子市、旭市、匝瑳市）【社会福祉法人ロザリオの聖母会  海家寮診療所】  
 君津圏域（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市)【社会医療法人さつき会 さつき台病院】 
 
 

 認知症コーディネーター」が中心となって、「認知症の人を支える連携パ
ス（試案）」（認知症連携パス）を活用しながら、継続的で一貫した支援体
制の構築を図るモデル事業を実施 



認知症連携パスの評価 
 

 
 

 

• 身近な相談窓口である地域包括支援センターが問診や簡易検査を実
施することで、かかりつけ医・認知症窓口医へのスムーズな受診につ
ながる。 
 

• かかりつけ医・認知症窓口医から、介護関係者（包括支援センター、
ケアマネジャー等）へのパスの返信により、治療方針が伝わり、介護
保険サービスの利用に反映できる。 
 

• かかりつけ医・認知症窓口医から、専門医への紹介がしやすい。 
 

⇒初期の相談（早期発見、早期治療）に対して、パスを活用することで受
診に関する負担の軽減・効率化できる。 



Toho Sakura Neurology MMSE （Mini-Mental State Examination） 
1（5点） 

今年は何年ですか 
いまの季節は何ですか 
今日は何曜日ですか 
今日は何月何日ですか 

2（5点） 

ここはなに県ですか 

ここはなに市ですか  
ここはなに病院ですか   ここは何階ですか 
ここはなに地方ですか（例：関東地方） 

3（3点） 
物品名3個（相互に無関係） 検者は物の名前を1秒間に1個ずつ言う、その後、被検者に繰り返させる．正答1個につき1点を与え
る．3個すべて言うまで繰り返す（6回まで）．何回繰り返したかを記せ 回 

4（5点） 100から順に7を引く（5回まで）、あるいは「フジノヤマ」を逆唱させる 

5（3点） 3で提示した物品名を再度復唱させる 

6（2点） （時計を見せながら）これは何ですか （鉛筆を見せながら）これは何ですか 

7（1点） 次の文章を繰り返す．「みんなで、力を合わせて綱を引きます」 

8（3点） （3段階の命令） 「右手にこの紙を持ってください」 「それを半分に折りたたんでください」 「机の上に置いてください」 

9（1点） （次の文章を読んで、その指示に従ってください）              「眼を閉じなさい」 

10（1点） （なにか文章を書いてください） 

11（1点） 

（次の図形を書いてください） 

(10分程度で施行可能) 

24-30点: 正常 (感度0.83  特異度0.93) 
20-23点: ‘軽度’ 
10-20点: ‘中等度’(ある程度の監督) 
0-10点: ‘高度’ (絶えず監督が必要) 

・短期記憶 
・日付場所の認知/見当識 
・計算 
・言語と動作 
・図形描画など 

さくらパス 

グリーンパス 



さくらパス 



地域包括支援センター 

認知症窓口医先生(18施設) ケアマネージャー(介護支援専門員) 

認知症専門施設 

東邦大学医療センタ
ー佐倉病院神経内科
・精神メンタル科 

志津クリニック精神科 

その他神経内科・精
神科・脳外科先生方 

佐倉市ホームページより～ 
介護保険による 
ケアプラン作成44 
デイサービス42 
在宅介護サービス33 
ショートステイ15 
認知症対応型グループホーム6 
通所リハ6 
特別養護老人ホーム(特養)6 
訪問看護ステーション5 
介護老人保健施設(老健)4 
介護付有料老人ホーム3 
訪問リハ2 
その他 

オレンジパス グリーンパス 

みつば脳神経クリニック  大木剛先生 さくらパス 

佐倉市近郊の認知症
入院を頂ける病院 

介護保険による 
療養病床1 



東邦大学医療センター佐倉病院 
神経内科・メンタルヘルスクリニック 

 
東邦大学医療センター佐倉病院 

■認知症疾患医療センター開設のご案内 

 

(榊原他一同) (桂川先生・中野先生) 

認知症疾患医療センター 



認知症疾患医療センター 

認知症疾患医療センターとは、
認知症患者やその家族が住
みなれた地域で安心して生活
するための支援のひとつとし
て、都道府県や政令指定都市
が指定するもので、身体的検
査、画像診断、神経心理学的
検査等の総合的評価が可能
な認知症に関する専門医療
機関に設置しています。 
<診断、治療、相談の受付、医
療介護関係者への研修等> 



逆紹介 

紹介 

返信 

紹介 

東邦大学医療センター 
佐倉病院  
■認知症疾患医療センター 
☆神経内科もの忘れ外来 
(榊原) 

受診の流れ 

病院・診療所 

かかりつけ医等 

紹介元 
専門医療機関 

対象患者 
・外来患者 
・他の医療機関の療養病棟入院患者 
   ※認知症未診断であること 

紹介目的 
鑑別診断・認知症の原因疾患に関する確定診断 

⇒認知症の原因疾患の特定（アルツハイマー病・脳血管疾
患等） 

☆ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ認知症外来 
(中野先生) 

初期の認知症疑いの場合 

周辺症状やうつ症状
が出現している場合 

ちーばくん 

認知症疾患医療センター 



●認知症電話相談のご案内 
「家族のもの忘れが気になる」「病院に受診させたいけどど
うすればよいか」「サービスを利用したい」など、 

認知症に関するご心配についてお気軽にご相談ください。 

 
◎相談電話受付日時：月曜～金曜9：00～12：00（土日祝は
休み） 043（462）8811（代）  

交換からPSWにつながります 

 
◎ご希望に応じ精神保健福祉士PSWがご予約による面談を承
ります（上記曜日9：00～16：00 ） 

  

ご案内 

認知症疾患医療センター 



もの忘れ外来（2010年7月開設） 

金曜日13時～（榊原/神経内科一同） 
 

認知症スケール、脳MRI, 脳血流SPECT, 脳波、自律神経検査等

を駆使した、認知症の早期診断と、治療のご相談に応じます。 

※かかりつけ先生に、簡単な紹介状をお願いして下さい 

※かかりつけ先生に、佐倉病院宛、電話予約をお願いして下さい 

                  （佐倉病院代表:043-462-8811） 

 

認知症疾患医療センター 



●認知症電話相談のご案内 
「家族のもの忘れが気になる」「病院に受診させたいけどど
うすればよいか」「サービスを利用したい」など、 

認知症に関するご心配についてお気軽にご相談ください。 

 
◎相談電話受付日時：月曜～金曜9：00～12：00（土日祝は
休み） 043（462）8811（代）  

交換からPSWにつながります 

 
◎ご希望に応じ精神保健福祉士PSWがご予約による面談を承
ります（上記曜日9：00～16：00 ） 

  

ご案内 

認知症疾患医療センター 



  

認知症疾患医療センター 



Toho Sakura 

Neurology 

 認知症と歩行障害: 介護保険 

 認知症： 自立支援医療制度 

 認知症: 成年後見制度 

 歩行障害: 身体障害者手帳「肢体
不自由」 

 尿失禁/過活動膀胱: おむつ補助 

 レヴィー小体型認知症/パーキンソ
ン病: 特定疾患 

など 

認知症疾患医療センター 



Temple de la Sagrada Familia by Antoni Gaudi 

 

2013年7月、佐倉病院が千葉県認知症疾患医療セ
ンターに指定されました。全国2番目のスピード
で高齢化が進む千葉県では県をあげて認知症対
策に力を入れているほか、佐倉市も「認知症に
やさしい佐倉」としてさくらパスなどさまざま
な取り組みを行っています。当院もこれまで以
上に地域の皆様の拠りどころとなるべく、認知
症治療に努めてまいります。 
(榊原隆次、桂川修一、佐倉病院一同) 

認知症疾患治療センター 


