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榊原：DSTの発足以前は、認知症の徴候に気付くのは多くの
場合、医師でした。DSTの発足以降は、飯村さんからもお話し
いただいたように病棟看護師が最初に徴候に気付き、より
早期に認知症を診断できた事例が増えています。
また、DSTが発足したことで、地域の支援スタッフとの結び

つきも強くなったように思います。地域の支援スタッフの
「気付き」を当院のDSTに報告していただいたことで、受診
勧奨やアウトリーチから受診・ケアへとつなげることができた
事例もあります（図2）。これを「初期集中支援」といい、院内の
DSTと同様に、まだ認知症の診断がついていないけれど
疑われる地域の方に対して、佐倉市の支援スタッフが訪問し、
ケアに繋げることが行われています。
飯村：病院全体として、さまざまな職種の目が認知症に向け
られるようになり、せん妄など認知症の症状に対する感度が

高まったように感じます。例えば離床が進まない事例では
速やかにリハビリテーションスタッフに相談するなど、薬物
療法以外の部分にもこれまで以上に目が行き届くように
なりました。
寺山：当院では、各診療科からのリハビリテーション依頼
を私たちリハビリテーションスタッフが直接受けているの
ですが、整形外科からの依頼の際に「この方は認知症かも
しれません」といった形で「気付き」を報告していただく
機会が増え、より患者さんを尊重したケアに繋がるように
なりました。チーム内で検討した治療・ケアの方針を主診療
科の医師に伝える際には、熱心に耳を傾けていただいて
いると感じます。DSTが発足したことで、院内の情報共有が
円滑に進むようになりました。
飯村：情報共有のための資料を作成する際は、患者さんが
入院前はどういう方であったのか、現在はどういう状態にある
のか、現在の目標は何なのか、という視点を必ず入れるように
しています。ともすれば病気ばかりに目を向けてしまいがち
ですが、できる限り患者さんの全体像をチーム内、病棟内で
共有するよう努めています。

榊原：コロナ禍は認知症診療・ケアにも影響を及ぼしています。
行動が制限され、認知症予防のためのよい刺激を受ける機会
も失われてしまいました。例えば孫に会うことができない、
好きなカラオケに行くことができない、楽しみにしていたバス
旅行にも行けないといったことが積み重なって、患者さんの
運動面、認知面に問題が生じているという話をご家族から
お聞きしています。今後は、失われてしまった機会をどのような
形で取り戻していくのか考えていくことが必要です。
澤井：認知症予防の観点では、社会とどれだけ接点があるか
ということが重要なのですが、コロナ禍で自宅に引きこもり
がちな状況になり、認知症が悪化した事例がみられます。感染
拡大状況にも左右される部分ですが、感染対策をしながら
社会と接点を持てる環境をいかに作っていくかということが、
非常に大事です。
尾形：コロナ禍により、たしかに対面の交流機会は少なくなっ
てしまいましたが、「会えない分、オンラインの交流が盛んに
なっています」と言われるご家族もおられました。工夫次第で、
コミュニケーションを補える部分もあると感じています。
飯村：ご自分が認知症であるという自覚がなく、「私は病気
じゃないから」と言って受診を拒まれてしまい、ご家族が
困っている事例が、地域にはたくさんあります。最近、佐倉市
ではこうした困難事例のご自宅を訪問するアウトリーチの
取り組みが始まり、当院も地域包括支援センターから依頼を
受けて医師と看護師が訪問に同行しています。実際に訪問
すると、受診を拒んでいた方であってもお顔がほころび、問診
を受け入れてくださるなど、アウトリーチの成果を実感して
います。
また、薬をうまく飲めなかったり、食事療法をしっかりでき

ないなどにより認知症が重症化してしまってから受診される
事例も見受けられます。かかりつけ医の先生方や地域包括
支援センターのスタッフおよびご家族で認知症患者さんを
見守り、重症化する前に迅速に対応するということが、今後
ますます重要になってくると思います。

尾形：外出・移動手段として車を利用しがちな高齢者がたく
さんおられる中、認知症と診断されて運転免許証を更新でき
ないとなると、ご本人だけでなくご家族からも「困るんです」
という声がよく聞かれます。佐倉市では循環バスを運行して
高齢者の移動手段を確保していますが、認知症高齢者の地域
での暮らしをいかに支援するかということは、私たちも考えて
いく必要があると思います。
寺山：私たちは社会福祉協議会および地域包括支援センター
と共同で、転倒予防教室を開催しています。転倒予防というと
運動機能の面から語られがちですが、転倒は認知機能の低下
によっても引き起こされますので、今後は認知機能の面から
も転倒予防のための情報を提供していきたいと考えています。
　転倒予防教室の際に実施したアンケートでは、コロナ禍で
運動不足になり、転びやすくなった、つまずきやすくなったと
いう回答がみられました。ただ、転倒予防教室に参加してくだ
さっている方に関しては運動機能の低下はあまりみられて
おらず、社会との接点が多いと運動機能は保たれる傾向に
あるのではないかと思われました。一方、転倒予防教室に
参加されていない方、社会との接点が少ない方は運動機能・
認知機能が低下し、転倒リスクが高まっているおそれがあり
ます。こうした方々にどうアプローチしていくかが今後の
課題と捉えています。地域包括支援センターとも情報を共有
しながら、介入できる方法を模索しています。
榊原：飯村さんがお話しされたアウトリーチの取り組みを
含めて、佐倉市の認知症初期集中支援チームとしての活動が
増えてきました。現在、医師としてアウトリーチに赴くのは
メンタルヘルスクリニックの桂川修一先生が主ですが、今後、
私たち脳神経内科からも協力する機会があればと思います。
　本日ご紹介した私たちの取り組みが、地域における認知症
の発症予防および早期診断・早期治療、ならびに認知症診療・
ケアの質向上につながることを願っています。

図2　病院と地域での認知症サポートケア
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高齢化に伴い認知症患者さんが著増する中、患者さんと
そのご家族の生活を支援するために、国と自治体で多くの
施策が進められています。また、各地の専門医療機関では、
地域に根ざした、さまざまな取り組みが行われています。
千葉県佐倉市の東邦大学医療センター佐倉病院では、
脳神経内科とメンタルヘルスクリニックのスタッフを中心と
した「認知症サポートチーム（Dementia Support Team；
DST）」が2018年に発足し、チームとして認知症の診療と
ケアにあたっています。
脳神経内科教授の榊原隆次先生にDSTを含む施設の
取り組みについて伺うとともに、スタッフの皆様にそれぞれ
の立場から、DSTとしての活動内容およびその活動を通じ
て得られた成果などについて伺いました。
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榊原：東邦大学医療センター佐倉病院（以下、当院）は、千葉県
佐倉市を中心に八千代市、四街道市、八街市およびその周辺
地域を診療圏としており、対象人口はおよそ50万人です。
　千葉県の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）
は27.0％（2020年）と全国平均を下回っているものの、近年、
その差は徐々に縮まってきています。今後は全国平均を大きく
上回る速度で高齢化が進むと想定されており、2020年から
2040年までの期間の65歳以上人口の増加数は全国第5位、
75歳以上人口の増加数は全国第6位となることが見込まれて

います＊1。特に佐倉市の高齢化率は32.1％（2020年）と比較
的高く、高齢者数がピークを迎えるのは全国平均の2040年
よりも早いと予測されています＊2。
超高齢社会を迎え、認知症を有する方の増加が社会的な

問題となっています。2020年時点では65歳以上の高齢者の
およそ6人に1人が認知症を有すると推計されていますが＊3、
これを佐倉市の65歳以上人口（約5.6万人、2020年）＊2に
あてはめると、佐倉市だけでも1万人近くの方が認知症を
有していることになります。認知症を有する方とそのご家族
への対応は、当院の診療圏においても重要な課題の一つです。

榊原：佐倉市では地区医師会や地域包括支援センター、市職
員らで構成される「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」を2011年に発足し、認知症施策を進めて
きました。「さくらパス」の作成もその一環です。市内5箇所の
地域包括支援センターの窓口で、認知症の初期評価としての
心理検査であるミニ・メンタルテスト（Mini-Mental State
Examination；MMSE）を全国に先駆けて開始したことも、
協議会活動の成果の一つと言えます。MMSEは「認知症の
物差し」とも呼ばれ、その結果を認知症の患者さんご本人と
そのご家族、および認知症診療とケアに携わるスタッフが
共有することで、適切な初期対応が可能となります。
当院も協議会活動にさまざまな形で参画するとともに、

「認知症疾患医療センター」指定（2013～2019年）や「認知症
初期集中支援チーム」への参加（2016年～）、認知症のおそれ
がある高齢者の運転免許更新に関する書類の作成（2017
年～）、「認知症サポートチーム（DST、ディーエスティー）」の
発足（2018年～）、「認知症アウトリーチ（訪問）」の開始

（2021年～）など、認知症に対する取り組みを数多く進めて
きました（表）。

榊原：厚生労働省が2015年に策定した「認知症施策推進総合
戦略（新オレンジプラン）」の下、身体疾患（歩行障害を含む）
を有する認知症患者さんのケアに関する評価と助言が、
大学病院を含む全国の入院施設で始められています。当院の
DSTもこの方針に沿って発足したものであり、脳神経内科医、
メンタルヘルスクリニックの精神科医、脳神経外科医、
認知症看護認定看護師、薬剤師、理学療法士、精神保健
福祉士、理学療法士、心理職（公認心理師・臨床心理士）、
事務職、および各病棟の「認知症リンクナース」から構成
されています。
チームのメンバーは、まだ「ものわすれ外来」を受診して

いない方を含めて、認知症が疑われる、あるいはせん妄など
がみられる入院中の患者さんに対して、訪問・回診を行って
います。また、事例検討会を毎週1回開催し、認知症が疑われる
方の診療とケアの円滑化、転倒の防止、抑制手技の軽減の
ための方策などについて時間をかけて話し合っています。

榊原：認知症看護認定看護師の立場から飯村さん、理学
療法士の立場から寺山さん、臨床心理士の立場から尾形さん、
脳神経内科医の立場から澤井先生に、それぞれお話しいた
だきたいと思います。

飯村：当院に入院されている患者さんの中には、診療科を問
わず、もともと認知症を有している方や、入院中にせん妄など
を発症して認知症に気付かれる方が多くいらっしゃいます。
そうした方々に対して、診断・治療面では脳神経内科医と精神
科医が、ケアの面では私たち看護師と理学療法士らリハビリ
テーションスタッフ、あるいは心理職（公認心理師・臨床心理士）
が役割を分担し、それぞれの職能を活かしながら対応して
います。
DSTのメンバーが中心となり、「認知症回診」と呼ばれる

病棟回診を行っていることが、当院の特徴だと思います。

当院の認知症回診は、病棟看護師の「気付き」から始まります。
入院当初は認知症の指摘がなかった患者さんに認知症を
疑わせる何らかの徴候がみられた際は、病棟看護師を通じて
その情報がDSTのメンバーに速やかに共有されるシステムを
構築しています。DSTへの報告基準にはさまざまなものが
あり、身体拘束を必要とする患者さんや向精神薬の投与が
開始された患者さん、あるいは安全確保のための見守り
センサーが何らかの理由で作動した患者さんがいらした場合
なども、DSTに報告することになっています。認知症の研修を
受けた「認知症リンクナース」が各病棟に1人ずつ配置されて
おり、このリンクナースを中心に病棟看護師が一体となって、
認知症の徴候を見逃すことのないよう努めています。
榊原：DSTが報告を受けると、まず先行チームが患者さん
のもとに伺いますが、これを「ファーストタッチ」と呼んでい
ます。「（DSTに）お声がかかったらすぐに伺う」ように心がけ
ています。
飯村：お昼までに報告が上がってきた入院患者さんには、
必ずその日のうちに伺います。このファーストタッチで患者
さんの様子を確認し、周りのスタッフに困りごとなどを聞いた
うえで、必要があればその場で医師に連絡して診察を依頼する
など、迅速に対応します。
榊原：ファーストタッチの次に、DSTのメンバー全員で回診を
行います。以前は実際に病室を訪問していたのですが、コロナ
禍の現在はオンラインでカルテを共有しながら対応を検討
する「カルテ回診」の形をとっています。チーム内で相談し、
決定した治療・ケアの方針を、リンクナースや各科の医師に
伝えています（図2）。

寺山：私は理学療法士として、入院されている認知症患者
さんが寝たきりの状態になってしまわないための働きかけを
念頭に置いています。ベッドサイドでは患者さんがどの程度
動けるかを評価し、動ける方には車椅子に乗っていただく
など、体力を低下させないための働きかけを積極的に行い
ます。ベッドから離れること（離床）、病室から出ることが第一
の目標となり、これらを達成できたら次はリハビリテーション
室に来ていただくことが目標となります。ほかの患者さんの
リハビリテーションの様子を見学していただくだけでも、よい
刺激になることがあります。
中には、リハビリテーションを何度見学しても意欲が全く

沸かないという患者さんもおられます。医師が治療方針を
見直す際の参考となるよう、こうした情報を事例検討会などの
場で共有することも、私たちの役割であると認識しています。

尾形：DSTにおける心理職は、脳神経内科所属とメンタル
ヘルスクリニック所属とで、役割が少し異なっています。私は
脳神経内科所属の心理職として、患者さんの認知機能がどの
ような状態にあるのかを評価することが大切な役割の一つと
なっています。認知機能は心理的ストレスがあるだけでも
低下してしまいますので、回診では患者さんがお悩みのこと、
お困りのことがないかを確認するようにしています。何らかの
心理的サポートが必要と判断される場合は、メンタルヘルス
クリニック所属の心理職にこれを担ってもらっています。
榊原：尾形さんには、先ほど触れたMMSEも行っていただいて
います。認知症のスクリーニングにMMSEを積極的に実施
しているのも、当院の特徴だと思います。
尾形：MMSEは言語や記憶、注意等を評価する簡易検査で、
10分程度で施行可能です。ただ、MMSEのみでは捉えきれ
ない認知の問題もあり、主に思考の柔軟性・判断力を評価
することを目的に前頭葉機能検査（Frontal Assessment  
Battery；FAB）も施行しています。当科ではMMSEとFABの
二つの検査を必ず施行しており、得られた認知機能評価の
視点をDSTとしての患者さんへのかかわりにも活かして
います。
榊原：当科では「高次脳機能障害の患者様を支えるご家族の
会（さくらの会）」を設置しており、尾形さんには本会の開催
において中心的な役割を担っていただいています。
尾形：「さくらの会」は、当科の外来に通院中の患者さんの
ご家族の方々のケアを目的に毎月1回開催しています。本会
では高次脳機能障害を理解するための情報提供、あるいは
患者さんの不安な気持ちに寄り添い、支えるための助言など
を行っています。

澤井：私は2021年10月に当院に赴任し、DSTに加わった
ばかりですので、まずは地域・病棟など、認知症患者さんが
置かれている環境を把握することから始めています。
最近、私がレビー小体型認知症を診断した事例があり

ました。レビー小体型認知症では運動症状としてパーキン
ソニズムが生じ、入院中に手術等の侵襲により、これが悪化
することがあります。しかし、レビー小体型認知症の診断の
下で薬剤調整を行うことで改善する場合がありますので、
見逃すことのないよう努めています。

榊原：当院では脳神経内科とメンタルヘルスクリニック
（精神科）が連携して認知症の診療を行っています。もの忘れ
を主訴とする初期・軽症の方は脳神経内科、幻覚・妄想などが
出現する中期以降の方はメンタルヘルスクリニックが主に
担当する形になっています。
当院に神経内科（当時の名称）が設置されたのは、私が

赴任した2007年のことです。開設当初
から一貫して、一般外来で認知症を有す
る方・認知症が疑われる方に広く対応
してきました。2010年からは週1回
「ものわすれ外来」を設置し、認知症診療
の窓口として、院内の他科、あるいは地域
のかかりつけ医の先生方に活用していた
だいています。
佐倉市では認知症の医療と介護を

つなぐ情報共有シートとして「佐倉市
認知症地域連携ネットワークパス（通称：
さくらパス）」を独自に作成し、関係者間の
連携に役立てています（図1）。認知症を

有する方・認知症が疑われる方を当科に紹介していただく
際は、紹介状、あるいはこの「さくらパス」を、かかりつけ医
の先生方からご本人・ご家族にお渡しいただいています。
現在、認知症を有する方・認知症が疑われる方の当科

初診数は年間で400人以上となっています。当科は認知症
専門医療機関として認知症の診断および治療方針の決定を
行い、その後の定期的なフォローは基本的にかかりつけ医の
先生方にお願いしています。当科へは年に1回ほど、経過観察
のために紹介通院していただきます。また、入院では年間に
700人以上の認知症患者さんを新規に診療しています
（DST、後述いたします）。

：診療科目 内科（呼吸器、脳神経、腎臓、循環器、消化器、糖尿病・内分泌・代謝、血液）、
メンタルヘルスクリニック、小児科、外科（消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
乳腺外科）、脳神経外科、整形外科・リウマチ科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、
眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、形成外科、病理診断科/病院病理部

：
：
：
：

名 称
開 設 年
所 在 地
病 床 数

東邦大学医療センター佐倉病院
1991年
千葉県佐倉市下志津564 -1
405床

施設概要

図1　さくらパス利用の流れ

表　認知症に対する取り組み

「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」を発足
「認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン）」を公表

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を公表

「認知症施策推進大綱」を公表
「第8期佐倉市高齢者福祉・介護計画」を公表

国の施策／佐倉市の施策当院の取り組み

地域包括支援センター・認知症初期集中支援チーム
居宅介護支援事業所・介護事業所など

かかりつけ医
かかりつけ薬局 認知症専門医療機関

環境調整診断依頼

症状対応 情報共有 家族支援

厚生労働省公表資料、佐倉市公表資料、および榊原隆次先生提供資料を参考に作表

千葉県佐倉市：さくらパス運用のポイント（2018年2月）

2007年
2010年
2011年
2012年
2013年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2021年

神経内科（現・脳神経内科）を開設
「ものわすれ外来」を設置

「認知症疾患医療センター」に指定（～2019年）

「認知症初期集中支援チーム」に参加
認知症のおそれがある高齢者の運転免許更新に関する書類の作成
「認知症サポートチーム（DST）」の発足

「認知症アウトリーチ（訪問）」の開始

本人・家族

さくらパス

さくらパス さくらパス

＊1：千葉県高齢者保健福祉計画（令和3年度～令和5年度）（2021年3月）
＊2：第8期佐倉市高齢者福祉・介護計画（2021年3月）
＊3：日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究
（厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業）

　　平成26年度 総括・分担研究報告書（2015年3月）

貴施設の診療圏についてご教示ください。

貴施設における認知症の診療状況について
ご教示ください。

認知症に対する地域ならびに貴施設の
取り組みについてご教示ください。

病棟看護師の「気付き」から始まる
「認知症回診」

寝たきりの状態にならないための
働きかけを念頭に

認知機能評価の視点を
患者さんへのかかわりに活かす

全国平均を大きく上回る速度で高齢化が進行

DSTとはどのようなものでしょうか。

「認知症サポートチーム（DST）」を発足

DSTとしての活動の詳細とチームにおける
各職種の役割についてご教示ください。

脳神経内科医のお立場からはいかがでしょうか。

レビー小体型認知症を見逃さない

DSTとしての活動とチームにおける役割について、
理学療法士のお立場からはいかがでしょうか。

DSTとしての活動とチームにおける役割について、
臨床心理士のお立場からはいかがでしょうか。

認知症連携情報共有シート「さくらパス」を活用

sakakibara
タイプライターテキスト
患者さん情報誌地域新聞



【地域課題】

【認知症に対する取り組み】

【DSTの活動】

【診療状況】

榊原：東邦大学医療センター佐倉病院（以下、当院）は、千葉県
佐倉市を中心に八千代市、四街道市、八街市およびその周辺
地域を診療圏としており、対象人口はおよそ50万人です。
　千葉県の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）
は27.0％（2020年）と全国平均を下回っているものの、近年、
その差は徐々に縮まってきています。今後は全国平均を大きく
上回る速度で高齢化が進むと想定されており、2020年から
2040年までの期間の65歳以上人口の増加数は全国第5位、
75歳以上人口の増加数は全国第6位となることが見込まれて

います＊1。特に佐倉市の高齢化率は32.1％（2020年）と比較
的高く、高齢者数がピークを迎えるのは全国平均の2040年
よりも早いと予測されています＊2。
　超高齢社会を迎え、認知症を有する方の増加が社会的な
問題となっています。2020年時点では65歳以上の高齢者の
およそ6人に1人が認知症を有すると推計されていますが＊3、
これを佐倉市の65歳以上人口（約5.6万人、2020年）＊2に
あてはめると、佐倉市だけでも1万人近くの方が認知症を
有していることになります。認知症を有する方とそのご家族
への対応は、当院の診療圏においても重要な課題の一つです。

榊原：佐倉市では地区医師会や地域包括支援センター、市職
員らで構成される「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」を2011年に発足し、認知症施策を進めて
きました。「さくらパス」の作成もその一環です。市内5箇所の
地域包括支援センターの窓口で、認知症の初期評価としての
心理検査であるミニ・メンタルテスト（Mini-Mental State
Examination；MMSE）を全国に先駆けて開始したことも、
協議会活動の成果の一つと言えます。MMSEは「認知症の
物差し」とも呼ばれ、その結果を認知症の患者さんご本人と
そのご家族、および認知症診療とケアに携わるスタッフが
共有することで、適切な初期対応が可能となります。
当院も協議会活動にさまざまな形で参画するとともに、

「認知症疾患医療センター」指定（2013～2019年）や「認知症
初期集中支援チーム」への参加（2016年～）、認知症のおそれ
がある高齢者の運転免許更新に関する書類の作成（2017
年～）、「認知症サポートチーム（DST、ディーエスティー）」の
発足（2018年～）、「認知症アウトリーチ（訪問）」の開始

（2021年～）など、認知症に対する取り組みを数多く進めて
きました（表）。

榊原：厚生労働省が2015年に策定した「認知症施策推進総合
戦略（新オレンジプラン）」の下、身体疾患（歩行障害を含む）
を有する認知症患者さんのケアに関する評価と助言が、
大学病院を含む全国の入院施設で始められています。当院の
DSTもこの方針に沿って発足したものであり、脳神経内科医、
メンタルヘルスクリニックの精神科医、脳神経外科医、
認知症看護認定看護師、薬剤師、理学療法士、精神保健
福祉士、理学療法士、心理職（公認心理師・臨床心理士）、
事務職、および各病棟の「認知症リンクナース」から構成
されています。
チームのメンバーは、まだ「ものわすれ外来」を受診して

いない方を含めて、認知症が疑われる、あるいはせん妄など
がみられる入院中の患者さんに対して、訪問・回診を行って
います。また、事例検討会を毎週1回開催し、認知症が疑われる
方の診療とケアの円滑化、転倒の防止、抑制手技の軽減の
ための方策などについて時間をかけて話し合っています。

榊原：認知症看護認定看護師の立場から飯村さん、理学
療法士の立場から寺山さん、臨床心理士の立場から尾形さん、
脳神経内科医の立場から澤井先生に、それぞれお話しいた
だきたいと思います。

飯村：当院に入院されている患者さんの中には、診療科を問
わず、もともと認知症を有している方や、入院中にせん妄など
を発症して認知症に気付かれる方が多くいらっしゃいます。
そうした方々に対して、診断・治療面では脳神経内科医と精神
科医が、ケアの面では私たち看護師と理学療法士らリハビリ
テーションスタッフ、あるいは心理職（公認心理師・臨床心理士）
が役割を分担し、それぞれの職能を活かしながら対応して
います。
DSTのメンバーが中心となり、「認知症回診」と呼ばれる

病棟回診を行っていることが、当院の特徴だと思います。

当院の認知症回診は、病棟看護師の「気付き」から始まります。
入院当初は認知症の指摘がなかった患者さんに認知症を
疑わせる何らかの徴候がみられた際は、病棟看護師を通じて
その情報がDSTのメンバーに速やかに共有されるシステムを
構築しています。DSTへの報告基準にはさまざまなものが
あり、身体拘束を必要とする患者さんや向精神薬の投与が
開始された患者さん、あるいは安全確保のための見守り
センサーが何らかの理由で作動した患者さんがいらした場合
なども、DSTに報告することになっています。認知症の研修を
受けた「認知症リンクナース」が各病棟に1人ずつ配置されて
おり、このリンクナースを中心に病棟看護師が一体となって、
認知症の徴候を見逃すことのないよう努めています。
榊原：DSTが報告を受けると、まず先行チームが患者さん
のもとに伺いますが、これを「ファーストタッチ」と呼んでい
ます。「（DSTに）お声がかかったらすぐに伺う」ように心がけ
ています。
飯村：お昼までに報告が上がってきた入院患者さんには、
必ずその日のうちに伺います。このファーストタッチで患者
さんの様子を確認し、周りのスタッフに困りごとなどを聞いた
うえで、必要があればその場で医師に連絡して診察を依頼する
など、迅速に対応します。
榊原：ファーストタッチの次に、DSTのメンバー全員で回診を
行います。以前は実際に病室を訪問していたのですが、コロナ
禍の現在はオンラインでカルテを共有しながら対応を検討
する「カルテ回診」の形をとっています。チーム内で相談し、
決定した治療・ケアの方針を、リンクナースや各科の医師に
伝えています（図2）。

寺山：私は理学療法士として、入院されている認知症患者
さんが寝たきりの状態になってしまわないための働きかけを
念頭に置いています。ベッドサイドでは患者さんがどの程度
動けるかを評価し、動ける方には車椅子に乗っていただく
など、体力を低下させないための働きかけを積極的に行い
ます。ベッドから離れること（離床）、病室から出ることが第一
の目標となり、これらを達成できたら次はリハビリテーション
室に来ていただくことが目標となります。ほかの患者さんの
リハビリテーションの様子を見学していただくだけでも、よい
刺激になることがあります。
中には、リハビリテーションを何度見学しても意欲が全く

沸かないという患者さんもおられます。医師が治療方針を
見直す際の参考となるよう、こうした情報を事例検討会などの
場で共有することも、私たちの役割であると認識しています。

尾形：DSTにおける心理職は、脳神経内科所属とメンタル
ヘルスクリニック所属とで、役割が少し異なっています。私は
脳神経内科所属の心理職として、患者さんの認知機能がどの
ような状態にあるのかを評価することが大切な役割の一つと
なっています。認知機能は心理的ストレスがあるだけでも
低下してしまいますので、回診では患者さんがお悩みのこと、
お困りのことがないかを確認するようにしています。何らかの
心理的サポートが必要と判断される場合は、メンタルヘルス
クリニック所属の心理職にこれを担ってもらっています。
榊原：尾形さんには、先ほど触れたMMSEも行っていただいて
います。認知症のスクリーニングにMMSEを積極的に実施
しているのも、当院の特徴だと思います。
尾形：MMSEは言語や記憶、注意等を評価する簡易検査で、
10分程度で施行可能です。ただ、MMSEのみでは捉えきれ
ない認知の問題もあり、主に思考の柔軟性・判断力を評価
することを目的に前頭葉機能検査（Frontal Assessment  
Battery；FAB）も施行しています。当科ではMMSEとFABの
二つの検査を必ず施行しており、得られた認知機能評価の
視点をDSTとしての患者さんへのかかわりにも活かして
います。
榊原：当科では「高次脳機能障害の患者様を支えるご家族の
会（さくらの会）」を設置しており、尾形さんには本会の開催
において中心的な役割を担っていただいています。
尾形：「さくらの会」は、当科の外来に通院中の患者さんの
ご家族の方々のケアを目的に毎月1回開催しています。本会
では高次脳機能障害を理解するための情報提供、あるいは
患者さんの不安な気持ちに寄り添い、支えるための助言など
を行っています。

澤井：私は2021年10月に当院に赴任し、DSTに加わった
ばかりですので、まずは地域・病棟など、認知症患者さんが
置かれている環境を把握することから始めています。
最近、私がレビー小体型認知症を診断した事例があり

ました。レビー小体型認知症では運動症状としてパーキン
ソニズムが生じ、入院中に手術等の侵襲により、これが悪化
することがあります。しかし、レビー小体型認知症の診断の
下で薬剤調整を行うことで改善する場合がありますので、
見逃すことのないよう努めています。

　
榊原：当院では脳神経内科とメンタルヘルスクリニック
（精神科）が連携して認知症の診療を行っています。もの忘れ
を主訴とする初期・軽症の方は脳神経内科、幻覚・妄想などが
出現する中期以降の方はメンタルヘルスクリニックが主に
担当する形になっています。
　当院に神経内科（当時の名称）が設置されたのは、私が
赴任した2007年のことです。開設当初
から一貫して、一般外来で認知症を有す
る方・認知症が疑われる方に広く対応
してきました。2010年からは週1回
「ものわすれ外来」を設置し、認知症診療
の窓口として、院内の他科、あるいは地域
のかかりつけ医の先生方に活用していた
だいています。
　佐倉市では認知症の医療と介護を
つなぐ情報共有シートとして「佐倉市
認知症地域連携ネットワークパス（通称：
さくらパス）」を独自に作成し、関係者間の
連携に役立てています（図1）。認知症を

有する方・認知症が疑われる方を当科に紹介していただく
際は、紹介状、あるいはこの「さくらパス」を、かかりつけ医
の先生方からご本人・ご家族にお渡しいただいています。
　現在、認知症を有する方・認知症が疑われる方の当科
初診数は年間で400人以上となっています。当科は認知症
専門医療機関として認知症の診断および治療方針の決定を
行い、その後の定期的なフォローは基本的にかかりつけ医の
先生方にお願いしています。当科へは年に1回ほど、経過観察
のために紹介通院していただきます。また、入院では年間に
700人以上の認知症患者さんを新規に診療しています
（DST、後述いたします）。

：診療科目 内科（呼吸器、脳神経、腎臓、循環器、消化器、糖尿病・内分泌・代謝、血液）、
メンタルヘルスクリニック、小児科、外科（消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
乳腺外科）、脳神経外科、整形外科・リウマチ科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、
眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、形成外科、病理診断科/病院病理部
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表　認知症に対する取り組み

「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」を発足
「認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン）」を公表

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を公表

「認知症施策推進大綱」を公表
「第8期佐倉市高齢者福祉・介護計画」を公表

国の施策／佐倉市の施策当院の取り組み

地域包括支援センター・認知症初期集中支援チーム
居宅介護支援事業所・介護事業所など

かかりつけ医
かかりつけ薬局 認知症専門医療機関

環境調整診断依頼

症状対応 情報共有 家族支援

厚生労働省公表資料、佐倉市公表資料、および榊原隆次先生提供資料を参考に作表

千葉県佐倉市：さくらパス運用のポイント（2018年2月）
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2010年
2011年
2012年
2013年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2021年

神経内科（現・脳神経内科）を開設
「ものわすれ外来」を設置

「認知症疾患医療センター」に指定（～2019年）

「認知症初期集中支援チーム」に参加
認知症のおそれがある高齢者の運転免許更新に関する書類の作成
「認知症サポートチーム（DST）」の発足

「認知症アウトリーチ（訪問）」の開始

本人・家族

さくらパス

さくらパス さくらパス

＊1：千葉県高齢者保健福祉計画（令和3年度～令和5年度）（2021年3月）
＊2：第8期佐倉市高齢者福祉・介護計画（2021年3月）
＊3：日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究
　（厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業）

　　平成26年度 総括・分担研究報告書（2015年3月）

貴施設の診療圏についてご教示ください。

貴施設における認知症の診療状況について
ご教示ください。

認知症に対する地域ならびに貴施設の
取り組みについてご教示ください。

病棟看護師の「気付き」から始まる
「認知症回診」

寝たきりの状態にならないための
働きかけを念頭に

認知機能評価の視点を
患者さんへのかかわりに活かす

全国平均を大きく上回る速度で高齢化が進行

DSTとはどのようなものでしょうか。

「認知症サポートチーム（DST）」を発足

DSTとしての活動の詳細とチームにおける
各職種の役割についてご教示ください。

脳神経内科医のお立場からはいかがでしょうか。

レビー小体型認知症を見逃さない

DSTとしての活動とチームにおける役割について、
理学療法士のお立場からはいかがでしょうか。

DSTとしての活動とチームにおける役割について、
臨床心理士のお立場からはいかがでしょうか。

認知症連携情報共有シート「さくらパス」を活用



【地域課題】

【認知症に対する取り組み】

【DSTの活動】

【診療状況】

榊原：東邦大学医療センター佐倉病院（以下、当院）は、千葉県
佐倉市を中心に八千代市、四街道市、八街市およびその周辺
地域を診療圏としており、対象人口はおよそ50万人です。
　千葉県の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）
は27.0％（2020年）と全国平均を下回っているものの、近年、
その差は徐々に縮まってきています。今後は全国平均を大きく
上回る速度で高齢化が進むと想定されており、2020年から
2040年までの期間の65歳以上人口の増加数は全国第5位、
75歳以上人口の増加数は全国第6位となることが見込まれて

います＊1。特に佐倉市の高齢化率は32.1％（2020年）と比較
的高く、高齢者数がピークを迎えるのは全国平均の2040年
よりも早いと予測されています＊2。
超高齢社会を迎え、認知症を有する方の増加が社会的な

問題となっています。2020年時点では65歳以上の高齢者の
およそ6人に1人が認知症を有すると推計されていますが＊3、
これを佐倉市の65歳以上人口（約5.6万人、2020年）＊2に
あてはめると、佐倉市だけでも1万人近くの方が認知症を
有していることになります。認知症を有する方とそのご家族
への対応は、当院の診療圏においても重要な課題の一つです。

　
榊原：佐倉市では地区医師会や地域包括支援センター、市職
員らで構成される「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」を2011年に発足し、認知症施策を進めて
きました。「さくらパス」の作成もその一環です。市内5箇所の
地域包括支援センターの窓口で、認知症の初期評価としての
心理検査であるミニ・メンタルテスト（Mini-Mental State 
Examination；MMSE）を全国に先駆けて開始したことも、
協議会活動の成果の一つと言えます。MMSEは「認知症の
物差し」とも呼ばれ、その結果を認知症の患者さんご本人と
そのご家族、および認知症診療とケアに携わるスタッフが
共有することで、適切な初期対応が可能となります。
　当院も協議会活動にさまざまな形で参画するとともに、
「認知症疾患医療センター」指定（2013～2019年）や「認知症
初期集中支援チーム」への参加（2016年～）、認知症のおそれ
がある高齢者の運転免許更新に関する書類の作成（2017
年～）、「認知症サポートチーム（DST、ディーエスティー）」の
発足（2018年～）、「認知症アウトリーチ（訪問）」の開始

（2021年～）など、認知症に対する取り組みを数多く進めて
きました（表）。

榊原：厚生労働省が2015年に策定した「認知症施策推進総合
戦略（新オレンジプラン）」の下、身体疾患（歩行障害を含む）
を有する認知症患者さんのケアに関する評価と助言が、
大学病院を含む全国の入院施設で始められています。当院の
DSTもこの方針に沿って発足したものであり、脳神経内科医、
メンタルヘルスクリニックの精神科医、脳神経外科医、
認知症看護認定看護師、薬剤師、理学療法士、精神保健
福祉士、理学療法士、心理職（公認心理師・臨床心理士）、
事務職、および各病棟の「認知症リンクナース」から構成
されています。
チームのメンバーは、まだ「ものわすれ外来」を受診して

いない方を含めて、認知症が疑われる、あるいはせん妄など
がみられる入院中の患者さんに対して、訪問・回診を行って
います。また、事例検討会を毎週1回開催し、認知症が疑われる
方の診療とケアの円滑化、転倒の防止、抑制手技の軽減の
ための方策などについて時間をかけて話し合っています。

　

榊原：認知症看護認定看護師の立場から飯村さん、理学
療法士の立場から寺山さん、臨床心理士の立場から尾形さん、
脳神経内科医の立場から澤井先生に、それぞれお話しいた
だきたいと思います。

飯村：当院に入院されている患者さんの中には、診療科を問
わず、もともと認知症を有している方や、入院中にせん妄など
を発症して認知症に気付かれる方が多くいらっしゃいます。
そうした方々に対して、診断・治療面では脳神経内科医と精神
科医が、ケアの面では私たち看護師と理学療法士らリハビリ
テーションスタッフ、あるいは心理職（公認心理師・臨床心理士）
が役割を分担し、それぞれの職能を活かしながら対応して
います。
　DSTのメンバーが中心となり、「認知症回診」と呼ばれる
病棟回診を行っていることが、当院の特徴だと思います。

当院の認知症回診は、病棟看護師の「気付き」から始まります。
入院当初は認知症の指摘がなかった患者さんに認知症を
疑わせる何らかの徴候がみられた際は、病棟看護師を通じて
その情報がDSTのメンバーに速やかに共有されるシステムを
構築しています。DSTへの報告基準にはさまざまなものが
あり、身体拘束を必要とする患者さんや向精神薬の投与が
開始された患者さん、あるいは安全確保のための見守り
センサーが何らかの理由で作動した患者さんがいらした場合
なども、DSTに報告することになっています。認知症の研修を
受けた「認知症リンクナース」が各病棟に1人ずつ配置されて
おり、このリンクナースを中心に病棟看護師が一体となって、
認知症の徴候を見逃すことのないよう努めています。
榊原：DSTが報告を受けると、まず先行チームが患者さん
のもとに伺いますが、これを「ファーストタッチ」と呼んでい
ます。「（DSTに）お声がかかったらすぐに伺う」ように心がけ
ています。
飯村：お昼までに報告が上がってきた入院患者さんには、
必ずその日のうちに伺います。このファーストタッチで患者
さんの様子を確認し、周りのスタッフに困りごとなどを聞いた
うえで、必要があればその場で医師に連絡して診察を依頼する
など、迅速に対応します。
榊原：ファーストタッチの次に、DSTのメンバー全員で回診を
行います。以前は実際に病室を訪問していたのですが、コロナ
禍の現在はオンラインでカルテを共有しながら対応を検討
する「カルテ回診」の形をとっています。チーム内で相談し、
決定した治療・ケアの方針を、リンクナースや各科の医師に
伝えています（図2）。

寺山：私は理学療法士として、入院されている認知症患者
さんが寝たきりの状態になってしまわないための働きかけを
念頭に置いています。ベッドサイドでは患者さんがどの程度
動けるかを評価し、動ける方には車椅子に乗っていただく
など、体力を低下させないための働きかけを積極的に行い
ます。ベッドから離れること（離床）、病室から出ることが第一
の目標となり、これらを達成できたら次はリハビリテーション
室に来ていただくことが目標となります。ほかの患者さんの
リハビリテーションの様子を見学していただくだけでも、よい
刺激になることがあります。
中には、リハビリテーションを何度見学しても意欲が全く

沸かないという患者さんもおられます。医師が治療方針を
見直す際の参考となるよう、こうした情報を事例検討会などの
場で共有することも、私たちの役割であると認識しています。

尾形：DSTにおける心理職は、脳神経内科所属とメンタル
ヘルスクリニック所属とで、役割が少し異なっています。私は
脳神経内科所属の心理職として、患者さんの認知機能がどの
ような状態にあるのかを評価することが大切な役割の一つと
なっています。認知機能は心理的ストレスがあるだけでも
低下してしまいますので、回診では患者さんがお悩みのこと、
お困りのことがないかを確認するようにしています。何らかの
心理的サポートが必要と判断される場合は、メンタルヘルス
クリニック所属の心理職にこれを担ってもらっています。
榊原：尾形さんには、先ほど触れたMMSEも行っていただいて
います。認知症のスクリーニングにMMSEを積極的に実施
しているのも、当院の特徴だと思います。
尾形：MMSEは言語や記憶、注意等を評価する簡易検査で、
10分程度で施行可能です。ただ、MMSEのみでは捉えきれ
ない認知の問題もあり、主に思考の柔軟性・判断力を評価
することを目的に前頭葉機能検査（Frontal Assessment  
Battery；FAB）も施行しています。当科ではMMSEとFABの
二つの検査を必ず施行しており、得られた認知機能評価の
視点をDSTとしての患者さんへのかかわりにも活かして
います。
榊原：当科では「高次脳機能障害の患者様を支えるご家族の
会（さくらの会）」を設置しており、尾形さんには本会の開催
において中心的な役割を担っていただいています。
尾形：「さくらの会」は、当科の外来に通院中の患者さんの
ご家族の方々のケアを目的に毎月1回開催しています。本会
では高次脳機能障害を理解するための情報提供、あるいは
患者さんの不安な気持ちに寄り添い、支えるための助言など
を行っています。

澤井：私は2021年10月に当院に赴任し、DSTに加わった
ばかりですので、まずは地域・病棟など、認知症患者さんが
置かれている環境を把握することから始めています。
最近、私がレビー小体型認知症を診断した事例があり

ました。レビー小体型認知症では運動症状としてパーキン
ソニズムが生じ、入院中に手術等の侵襲により、これが悪化
することがあります。しかし、レビー小体型認知症の診断の
下で薬剤調整を行うことで改善する場合がありますので、
見逃すことのないよう努めています。

榊原：当院では脳神経内科とメンタルヘルスクリニック
（精神科）が連携して認知症の診療を行っています。もの忘れ
を主訴とする初期・軽症の方は脳神経内科、幻覚・妄想などが
出現する中期以降の方はメンタルヘルスクリニックが主に
担当する形になっています。
当院に神経内科（当時の名称）が設置されたのは、私が

赴任した2007年のことです。開設当初
から一貫して、一般外来で認知症を有す
る方・認知症が疑われる方に広く対応
してきました。2010年からは週1回
「ものわすれ外来」を設置し、認知症診療
の窓口として、院内の他科、あるいは地域
のかかりつけ医の先生方に活用していた
だいています。
佐倉市では認知症の医療と介護を

つなぐ情報共有シートとして「佐倉市
認知症地域連携ネットワークパス（通称：
さくらパス）」を独自に作成し、関係者間の
連携に役立てています（図1）。認知症を

有する方・認知症が疑われる方を当科に紹介していただく
際は、紹介状、あるいはこの「さくらパス」を、かかりつけ医
の先生方からご本人・ご家族にお渡しいただいています。
現在、認知症を有する方・認知症が疑われる方の当科

初診数は年間で400人以上となっています。当科は認知症
専門医療機関として認知症の診断および治療方針の決定を
行い、その後の定期的なフォローは基本的にかかりつけ医の
先生方にお願いしています。当科へは年に1回ほど、経過観察
のために紹介通院していただきます。また、入院では年間に
700人以上の認知症患者さんを新規に診療しています
（DST、後述いたします）。

：診療科目 内科（呼吸器、脳神経、腎臓、循環器、消化器、糖尿病・内分泌・代謝、血液）、
メンタルヘルスクリニック、小児科、外科（消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
乳腺外科）、脳神経外科、整形外科・リウマチ科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、
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：
：
：
：

名 称
開 設 年
所 在 地
病 床 数

東邦大学医療センター佐倉病院
1991年
千葉県佐倉市下志津564 -1
405床

施設概要

図1　さくらパス利用の流れ

表　認知症に対する取り組み

「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」を発足
「認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン）」を公表

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を公表

「認知症施策推進大綱」を公表
「第8期佐倉市高齢者福祉・介護計画」を公表

国の施策／佐倉市の施策当院の取り組み

地域包括支援センター・認知症初期集中支援チーム
居宅介護支援事業所・介護事業所など

かかりつけ医
かかりつけ薬局 認知症専門医療機関

環境調整診断依頼

症状対応 情報共有 家族支援

厚生労働省公表資料、佐倉市公表資料、および榊原隆次先生提供資料を参考に作表

千葉県佐倉市：さくらパス運用のポイント（2018年2月）

2007年
2010年
2011年
2012年
2013年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2021年

神経内科（現・脳神経内科）を開設
「ものわすれ外来」を設置

「認知症疾患医療センター」に指定（～2019年）

「認知症初期集中支援チーム」に参加
認知症のおそれがある高齢者の運転免許更新に関する書類の作成
「認知症サポートチーム（DST）」の発足

「認知症アウトリーチ（訪問）」の開始

本人・家族

さくらパス

さくらパス さくらパス
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　　平成26年度 総括・分担研究報告書（2015年3月）
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【地域課題】

【認知症に対する取り組み】

【DSTの活動】

【診療状況】

榊原：東邦大学医療センター佐倉病院（以下、当院）は、千葉県
佐倉市を中心に八千代市、四街道市、八街市およびその周辺
地域を診療圏としており、対象人口はおよそ50万人です。
　千葉県の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）
は27.0％（2020年）と全国平均を下回っているものの、近年、
その差は徐々に縮まってきています。今後は全国平均を大きく
上回る速度で高齢化が進むと想定されており、2020年から
2040年までの期間の65歳以上人口の増加数は全国第5位、
75歳以上人口の増加数は全国第6位となることが見込まれて

います＊1。特に佐倉市の高齢化率は32.1％（2020年）と比較
的高く、高齢者数がピークを迎えるのは全国平均の2040年
よりも早いと予測されています＊2。
超高齢社会を迎え、認知症を有する方の増加が社会的な

問題となっています。2020年時点では65歳以上の高齢者の
およそ6人に1人が認知症を有すると推計されていますが＊3、
これを佐倉市の65歳以上人口（約5.6万人、2020年）＊2に
あてはめると、佐倉市だけでも1万人近くの方が認知症を
有していることになります。認知症を有する方とそのご家族
への対応は、当院の診療圏においても重要な課題の一つです。

榊原：佐倉市では地区医師会や地域包括支援センター、市職
員らで構成される「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」を2011年に発足し、認知症施策を進めて
きました。「さくらパス」の作成もその一環です。市内5箇所の
地域包括支援センターの窓口で、認知症の初期評価としての
心理検査であるミニ・メンタルテスト（Mini-Mental State
Examination；MMSE）を全国に先駆けて開始したことも、
協議会活動の成果の一つと言えます。MMSEは「認知症の
物差し」とも呼ばれ、その結果を認知症の患者さんご本人と
そのご家族、および認知症診療とケアに携わるスタッフが
共有することで、適切な初期対応が可能となります。
当院も協議会活動にさまざまな形で参画するとともに、

「認知症疾患医療センター」指定（2013～2019年）や「認知症
初期集中支援チーム」への参加（2016年～）、認知症のおそれ
がある高齢者の運転免許更新に関する書類の作成（2017
年～）、「認知症サポートチーム（DST、ディーエスティー）」の
発足（2018年～）、「認知症アウトリーチ（訪問）」の開始

（2021年～）など、認知症に対する取り組みを数多く進めて
きました（表）。

榊原：厚生労働省が2015年に策定した「認知症施策推進総合
戦略（新オレンジプラン）」の下、身体疾患（歩行障害を含む）
を有する認知症患者さんのケアに関する評価と助言が、
大学病院を含む全国の入院施設で始められています。当院の
DSTもこの方針に沿って発足したものであり、脳神経内科医、
メンタルヘルスクリニックの精神科医、脳神経外科医、
認知症看護認定看護師、薬剤師、理学療法士、精神保健
福祉士、理学療法士、心理職（公認心理師・臨床心理士）、
事務職、および各病棟の「認知症リンクナース」から構成
されています。
チームのメンバーは、まだ「ものわすれ外来」を受診して

いない方を含めて、認知症が疑われる、あるいはせん妄など
がみられる入院中の患者さんに対して、訪問・回診を行って
います。また、事例検討会を毎週1回開催し、認知症が疑われる
方の診療とケアの円滑化、転倒の防止、抑制手技の軽減の
ための方策などについて時間をかけて話し合っています。

榊原：認知症看護認定看護師の立場から飯村さん、理学
療法士の立場から寺山さん、臨床心理士の立場から尾形さん、
脳神経内科医の立場から澤井先生に、それぞれお話しいた
だきたいと思います。

飯村：当院に入院されている患者さんの中には、診療科を問
わず、もともと認知症を有している方や、入院中にせん妄など
を発症して認知症に気付かれる方が多くいらっしゃいます。
そうした方々に対して、診断・治療面では脳神経内科医と精神
科医が、ケアの面では私たち看護師と理学療法士らリハビリ
テーションスタッフ、あるいは心理職（公認心理師・臨床心理士）
が役割を分担し、それぞれの職能を活かしながら対応して
います。
DSTのメンバーが中心となり、「認知症回診」と呼ばれる

病棟回診を行っていることが、当院の特徴だと思います。

　当院の認知症回診は、病棟看護師の「気付き」から始まります。
入院当初は認知症の指摘がなかった患者さんに認知症を
疑わせる何らかの徴候がみられた際は、病棟看護師を通じて
その情報がDSTのメンバーに速やかに共有されるシステムを
構築しています。DSTへの報告基準にはさまざまなものが
あり、身体拘束を必要とする患者さんや向精神薬の投与が
開始された患者さん、あるいは安全確保のための見守り
センサーが何らかの理由で作動した患者さんがいらした場合
なども、DSTに報告することになっています。認知症の研修を
受けた「認知症リンクナース」が各病棟に1人ずつ配置されて
おり、このリンクナースを中心に病棟看護師が一体となって、
認知症の徴候を見逃すことのないよう努めています。
榊原：DSTが報告を受けると、まず先行チームが患者さん
のもとに伺いますが、これを「ファーストタッチ」と呼んでい
ます。「（DSTに）お声がかかったらすぐに伺う」ように心がけ
ています。
飯村：お昼までに報告が上がってきた入院患者さんには、
必ずその日のうちに伺います。このファーストタッチで患者
さんの様子を確認し、周りのスタッフに困りごとなどを聞いた
うえで、必要があればその場で医師に連絡して診察を依頼する
など、迅速に対応します。
榊原：ファーストタッチの次に、DSTのメンバー全員で回診を
行います。以前は実際に病室を訪問していたのですが、コロナ
禍の現在はオンラインでカルテを共有しながら対応を検討
する「カルテ回診」の形をとっています。チーム内で相談し、
決定した治療・ケアの方針を、リンクナースや各科の医師に
伝えています（図2）。

寺山：私は理学療法士として、入院されている認知症患者
さんが寝たきりの状態になってしまわないための働きかけを
念頭に置いています。ベッドサイドでは患者さんがどの程度
動けるかを評価し、動ける方には車椅子に乗っていただく
など、体力を低下させないための働きかけを積極的に行い
ます。ベッドから離れること（離床）、病室から出ることが第一
の目標となり、これらを達成できたら次はリハビリテーション
室に来ていただくことが目標となります。ほかの患者さんの
リハビリテーションの様子を見学していただくだけでも、よい
刺激になることがあります。
　中には、リハビリテーションを何度見学しても意欲が全く
沸かないという患者さんもおられます。医師が治療方針を
見直す際の参考となるよう、こうした情報を事例検討会などの
場で共有することも、私たちの役割であると認識しています。

尾形：DSTにおける心理職は、脳神経内科所属とメンタル
ヘルスクリニック所属とで、役割が少し異なっています。私は
脳神経内科所属の心理職として、患者さんの認知機能がどの
ような状態にあるのかを評価することが大切な役割の一つと
なっています。認知機能は心理的ストレスがあるだけでも
低下してしまいますので、回診では患者さんがお悩みのこと、
お困りのことがないかを確認するようにしています。何らかの
心理的サポートが必要と判断される場合は、メンタルヘルス
クリニック所属の心理職にこれを担ってもらっています。
榊原：尾形さんには、先ほど触れたMMSEも行っていただいて
います。認知症のスクリーニングにMMSEを積極的に実施
しているのも、当院の特徴だと思います。
尾形：MMSEは言語や記憶、注意等を評価する簡易検査で、
10分程度で施行可能です。ただ、MMSEのみでは捉えきれ
ない認知の問題もあり、主に思考の柔軟性・判断力を評価
することを目的に前頭葉機能検査（Frontal Assessment
Battery；FAB）も施行しています。当科ではMMSEとFABの
二つの検査を必ず施行しており、得られた認知機能評価の
視点をDSTとしての患者さんへのかかわりにも活かして
います。
榊原：当科では「高次脳機能障害の患者様を支えるご家族の
会（さくらの会）」を設置しており、尾形さんには本会の開催
において中心的な役割を担っていただいています。
尾形：「さくらの会」は、当科の外来に通院中の患者さんの
ご家族の方々のケアを目的に毎月1回開催しています。本会
では高次脳機能障害を理解するための情報提供、あるいは
患者さんの不安な気持ちに寄り添い、支えるための助言など
を行っています。

澤井：私は2021年10月に当院に赴任し、DSTに加わった
ばかりですので、まずは地域・病棟など、認知症患者さんが
置かれている環境を把握することから始めています。
　最近、私がレビー小体型認知症を診断した事例があり
ました。レビー小体型認知症では運動症状としてパーキン
ソニズムが生じ、入院中に手術等の侵襲により、これが悪化
することがあります。しかし、レビー小体型認知症の診断の
下で薬剤調整を行うことで改善する場合がありますので、
見逃すことのないよう努めています。

榊原：当院では脳神経内科とメンタルヘルスクリニック
（精神科）が連携して認知症の診療を行っています。もの忘れ
を主訴とする初期・軽症の方は脳神経内科、幻覚・妄想などが
出現する中期以降の方はメンタルヘルスクリニックが主に
担当する形になっています。
当院に神経内科（当時の名称）が設置されたのは、私が

赴任した2007年のことです。開設当初
から一貫して、一般外来で認知症を有す
る方・認知症が疑われる方に広く対応
してきました。2010年からは週1回
「ものわすれ外来」を設置し、認知症診療
の窓口として、院内の他科、あるいは地域
のかかりつけ医の先生方に活用していた
だいています。
佐倉市では認知症の医療と介護を

つなぐ情報共有シートとして「佐倉市
認知症地域連携ネットワークパス（通称：
さくらパス）」を独自に作成し、関係者間の
連携に役立てています（図1）。認知症を

有する方・認知症が疑われる方を当科に紹介していただく
際は、紹介状、あるいはこの「さくらパス」を、かかりつけ医
の先生方からご本人・ご家族にお渡しいただいています。
現在、認知症を有する方・認知症が疑われる方の当科

初診数は年間で400人以上となっています。当科は認知症
専門医療機関として認知症の診断および治療方針の決定を
行い、その後の定期的なフォローは基本的にかかりつけ医の
先生方にお願いしています。当科へは年に1回ほど、経過観察
のために紹介通院していただきます。また、入院では年間に
700人以上の認知症患者さんを新規に診療しています
（DST、後述いたします）。

：診療科目 内科（呼吸器、脳神経、腎臓、循環器、消化器、糖尿病・内分泌・代謝、血液）、
メンタルヘルスクリニック、小児科、外科（消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
乳腺外科）、脳神経外科、整形外科・リウマチ科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、
眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、形成外科、病理診断科/病院病理部

：
：
：
：

名 称
開 設 年
所 在 地
病 床 数

東邦大学医療センター佐倉病院
1991年
千葉県佐倉市下志津564 -1
405床

施設概要

図1　さくらパス利用の流れ

表　認知症に対する取り組み
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かかりつけ医
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症状対応 情報共有 家族支援
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本人・家族

さくらパス

さくらパス さくらパス

＊1：千葉県高齢者保健福祉計画（令和3年度～令和5年度）（2021年3月）
＊2：第8期佐倉市高齢者福祉・介護計画（2021年3月）
＊3：日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究
（厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業）

　　平成26年度 総括・分担研究報告書（2015年3月）

貴施設の診療圏についてご教示ください。

貴施設における認知症の診療状況について
ご教示ください。

認知症に対する地域ならびに貴施設の
取り組みについてご教示ください。

病棟看護師の「気付き」から始まる
「認知症回診」

寝たきりの状態にならないための
働きかけを念頭に

認知機能評価の視点を
患者さんへのかかわりに活かす

全国平均を大きく上回る速度で高齢化が進行

DSTとはどのようなものでしょうか。

「認知症サポートチーム（DST）」を発足

DSTとしての活動の詳細とチームにおける
各職種の役割についてご教示ください。

脳神経内科医のお立場からはいかがでしょうか。

レビー小体型認知症を見逃さない

DSTとしての活動とチームにおける役割について、
理学療法士のお立場からはいかがでしょうか。

DSTとしての活動とチームにおける役割について、
臨床心理士のお立場からはいかがでしょうか。

認知症連携情報共有シート「さくらパス」を活用



【DSTの成果】 【課題と展望】
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榊原：DSTの発足以前は、認知症の徴候に気付くのは多くの
場合、医師でした。DSTの発足以降は、飯村さんからもお話し
いただいたように病棟看護師が最初に徴候に気付き、より
早期に認知症を診断できた事例が増えています。
　また、DSTが発足したことで、地域の支援スタッフとの結び
つきも強くなったように思います。地域の支援スタッフの
「気付き」を当院のDSTに報告していただいたことで、受診
勧奨やアウトリーチから受診・ケアへとつなげることができた
事例もあります（図2）。これを「初期集中支援」といい、院内の
DSTと同様に、まだ認知症の診断がついていないけれど
疑われる地域の方に対して、佐倉市の支援スタッフが訪問し、
ケアに繋げることが行われています。
飯村：病院全体として、さまざまな職種の目が認知症に向け
られるようになり、せん妄など認知症の症状に対する感度が

高まったように感じます。例えば離床が進まない事例では
速やかにリハビリテーションスタッフに相談するなど、薬物
療法以外の部分にもこれまで以上に目が行き届くように
なりました。
寺山：当院では、各診療科からのリハビリテーション依頼
を私たちリハビリテーションスタッフが直接受けているの
ですが、整形外科からの依頼の際に「この方は認知症かも
しれません」といった形で「気付き」を報告していただく
機会が増え、より患者さんを尊重したケアに繋がるように
なりました。チーム内で検討した治療・ケアの方針を主診療
科の医師に伝える際には、熱心に耳を傾けていただいて
いると感じます。DSTが発足したことで、院内の情報共有が
円滑に進むようになりました。
飯村：情報共有のための資料を作成する際は、患者さんが
入院前はどういう方であったのか、現在はどういう状態にある
のか、現在の目標は何なのか、という視点を必ず入れるように
しています。ともすれば病気ばかりに目を向けてしまいがち
ですが、できる限り患者さんの全体像をチーム内、病棟内で
共有するよう努めています。

榊原：コロナ禍は認知症診療・ケアにも影響を及ぼしています。
行動が制限され、認知症予防のためのよい刺激を受ける機会
も失われてしまいました。例えば孫に会うことができない、
好きなカラオケに行くことができない、楽しみにしていたバス
旅行にも行けないといったことが積み重なって、患者さんの
運動面、認知面に問題が生じているという話をご家族から
お聞きしています。今後は、失われてしまった機会をどのような
形で取り戻していくのか考えていくことが必要です。
澤井：認知症予防の観点では、社会とどれだけ接点があるか
ということが重要なのですが、コロナ禍で自宅に引きこもり
がちな状況になり、認知症が悪化した事例がみられます。感染
拡大状況にも左右される部分ですが、感染対策をしながら
社会と接点を持てる環境をいかに作っていくかということが、
非常に大事です。
尾形：コロナ禍により、たしかに対面の交流機会は少なくなっ
てしまいましたが、「会えない分、オンラインの交流が盛んに
なっています」と言われるご家族もおられました。工夫次第で、
コミュニケーションを補える部分もあると感じています。
飯村：ご自分が認知症であるという自覚がなく、「私は病気
じゃないから」と言って受診を拒まれてしまい、ご家族が
困っている事例が、地域にはたくさんあります。最近、佐倉市
ではこうした困難事例のご自宅を訪問するアウトリーチの
取り組みが始まり、当院も地域包括支援センターから依頼を
受けて医師と看護師が訪問に同行しています。実際に訪問
すると、受診を拒んでいた方であってもお顔がほころび、問診
を受け入れてくださるなど、アウトリーチの成果を実感して
います。
また、薬をうまく飲めなかったり、食事療法をしっかりでき

ないなどにより認知症が重症化してしまってから受診される
事例も見受けられます。かかりつけ医の先生方や地域包括
支援センターのスタッフおよびご家族で認知症患者さんを
見守り、重症化する前に迅速に対応するということが、今後
ますます重要になってくると思います。

尾形：外出・移動手段として車を利用しがちな高齢者がたく
さんおられる中、認知症と診断されて運転免許証を更新でき
ないとなると、ご本人だけでなくご家族からも「困るんです」
という声がよく聞かれます。佐倉市では循環バスを運行して
高齢者の移動手段を確保していますが、認知症高齢者の地域
での暮らしをいかに支援するかということは、私たちも考えて
いく必要があると思います。
寺山：私たちは社会福祉協議会および地域包括支援センター
と共同で、転倒予防教室を開催しています。転倒予防というと
運動機能の面から語られがちですが、転倒は認知機能の低下
によっても引き起こされますので、今後は認知機能の面から
も転倒予防のための情報を提供していきたいと考えています。
　転倒予防教室の際に実施したアンケートでは、コロナ禍で
運動不足になり、転びやすくなった、つまずきやすくなったと
いう回答がみられました。ただ、転倒予防教室に参加してくだ
さっている方に関しては運動機能の低下はあまりみられて
おらず、社会との接点が多いと運動機能は保たれる傾向に
あるのではないかと思われました。一方、転倒予防教室に
参加されていない方、社会との接点が少ない方は運動機能・
認知機能が低下し、転倒リスクが高まっているおそれがあり
ます。こうした方々にどうアプローチしていくかが今後の
課題と捉えています。地域包括支援センターとも情報を共有
しながら、介入できる方法を模索しています。
榊原：飯村さんがお話しされたアウトリーチの取り組みを
含めて、佐倉市の認知症初期集中支援チームとしての活動が
増えてきました。現在、医師としてアウトリーチに赴くのは
メンタルヘルスクリニックの桂川修一先生が主ですが、今後、
私たち脳神経内科からも協力する機会があればと思います。
　本日ご紹介した私たちの取り組みが、地域における認知症
の発症予防および早期診断・早期治療、ならびに認知症診療・
ケアの質向上につながることを願っています。
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高齢化に伴い認知症患者さんが著増する中、患者さんと
そのご家族の生活を支援するために、国と自治体で多くの
施策が進められています。また、各地の専門医療機関では、
地域に根ざした、さまざまな取り組みが行われています。
千葉県佐倉市の東邦大学医療センター佐倉病院では、
脳神経内科とメンタルヘルスクリニックのスタッフを中心と
した「認知症サポートチーム（Dementia Support Team；
DST）」が2018年に発足し、チームとして認知症の診療と
ケアにあたっています。
脳神経内科教授の榊原隆次先生にDSTを含む施設の
取り組みについて伺うとともに、スタッフの皆様にそれぞれ
の立場から、DSTとしての活動内容およびその活動を通じ
て得られた成果などについて伺いました。
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