恵那市における認知症地域連携
市立恵那病院 社会福祉士

河合

唱

POINT

① 市立恵那病院から発信
② 恵那市認知症連携推進連絡会が交流と発信の場となっている
③ もの忘れ外来家族会でも多職種連携
④「見える事例検討会」の可能性
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はじめに

かかわりなくして解決しないと言っても過言で
はありません．私の狭い経験ではありますが，報

高齢者の増加，そして高齢者の複雑な健康問題

告をいたします．

と多様化する個々の生活上の問題にどう対応す
るか?! 従来の医療モデルでは対応できなくなっ

市立恵那病院の概要

てきている現実があります．
地域包括ケアを実践推進する者として，最大限

病床数：199床
（一般148床，
療養41床，
結核10床）

の地域貢献を目指すのは，当然のことです．
ただ，

診療科：内科，外科，整形外科，小児科，眼科，耳

それは医師だけで実践していては，大変効率が悪

鼻咽喉科

くなります．ですから他の医療専門職も，そして

一般病棟と療養病棟のケアミックス型として

介護専門職もそれぞれが活躍できる分野を充実

急性期医療から亜急性期，慢性期をフォローす

させて，皆で地域包括ケアを実践し，最大限の地

る地域密着の医療機関です．

域貢献をする，そうすれば住民も安心して暮らせ
ると思います．
今回の
「多職種間連携教育」という特集テーマ

恵那市の地域ネットワークと
恵那・中津川の取り組み状況

は，時機を得たものであると思います．今回は当
院が参加している認知症多職種連携推進会議の

現在，恵那市および中津川市の認知症に関す

始まりから現在の実践内容について報告させて

る地域ネットワークは，図１，
２に示したように

いただきます．

なっています．
以下に，当院の取り組みについて

今や地域にあるさまざまな問題，医療に関する

概説します．

こと，あるいは社会福祉に関することは多職種の
322
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恵那市医師会の取り組みと，
恵那市・中津川市におけるまちづくりとのリンク
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図２ 課題解決のネットワーク
それぞれが実践している活動の報告をする中で，病院での家族会を開いてはどうかという意見が
出て，
どういう結果をもたらすのか実験的にやってみることとしました．
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もの忘れ外来

ています．
医療相談室が療養目的における前方連
携
（転院相談）
の窓口的役割を担っています．
受け

当院では平成19年より，もの忘れ外来が開設さ

入れに際しては，紹介元医療機関より診療情報提

れており，認知症医療が実践されていました．地

供書，看護サマリーをFAXしてもらい，社会福祉

域の診療所などからの紹介だけでなく，介護支援

士が家庭環境，経済状況，認知症と問題行動など

専門員や地域包括支援センターから受診の問い

を聴取します．これをもとに
「療養病棟入院判定

合わせがあることなどから，地域の認知症診療の

会議」
で審議し，受け入れ可と判定された患者の

入り口として重要な役割を果たしていると言え

みが入院できる仕組みになっています．
その判定

ます．
在宅介護において認知症の周辺症状などの

会議で重要な要素となるのが認知症と問題行動

介護に難渋する家族を目の当たりにする介護支

の程度です．大声を出す，センサーを使用してい

援専門員から病院の社会福祉士に
「入院で回避で

るなどは受け入れ不可の対象となります．

きないか」
とか
「認知症で食べなくなった．
衰弱し
ているがどうしたらよいか」といった相談があ
り，
担当医に相談することも多いです．

急性期治療と認知症患者の抱える困難

認知症の周辺症状への対策は
放置できない課題
入院を受け入れる時にも，入院中も，退院後の
在宅生活や施設を選ぶ時にも認知症の周辺症状

市立恵那病院の入院患者の中で，認知症を抱え
ている方は多いです．

特集

が問題にされます．
この解決に向けた取り組みは
放置できない急務の課題となっており，病院管理

病室という特殊空間，白衣集団に囲まれた患者

者でもの忘れ外来の担当医である細江雅彦医師

はさまざまな不穏行動が発生します．中でも，突

も
「BPSD
（Behavioral and Psychological Symptoms

然のベッドからの立ち上がりによる転倒，ベッド

of Dementia）
があるということで，満足な治療が

からの転落，車いすへの移乗時の転倒などで，場

受けられない？現実がある．一般病棟でのBPSD

合によっては再び骨折，手術適応となりかねない

患者の扱いを考えねばならない」
（地域医療研究

ことがあります．

会にむけての細江医師メモ）
とかねてより問題意

夜勤帯の看護師は，認知症があるかどうか，不

識を示していました．

穏行動があるかどうかで看護・ケアのしやすさ
が分かれます．そのため，認知症の問題行動の有

BSAP（BPSD Support Area Project）研修

無や程度は病棟看護師の一大関心事であります．
また，認知症の周辺症状に同居家族が対応で

「恵那市には認知症地域連携がある」
，そう実

きずに，退院後に施設入所を希望することも多

感し始めたのは2008年の名古屋での
「BSAP研

いです．しかし，施設入所までの待機期間が長

修」のころからです．この研修会は
「NPO地域認

く，治療終了後の退院許可のタイミングとマッ

知症サポートブリッジ」が企画して開催してい

チングせず，病院での待機を余儀なくされるこ

るものです．県内のいくつかの医療機関が認知

ともあります．

症の周辺症状に対するケア方法等を学び，交流
するものでした．
市立恵那病院では，もの忘れ外

認知症の有無は転院相談にも影響

来を担当する細江雅彦医師の呼びかけで医師，
看護師，社会福祉士合わせて10名，中津川市のク
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当院は，急性期病床と医療療養病床を併設した

リニックの医師１名，院外からも参加してよい

ケアミックス型の病院です．
近隣の急性期病院で

ということで，恵那市・中津川市の介護支援専

の治療後，在宅復帰への準備目的，老人保健施設

門員，老人保健施設などへは社会福祉士が声を

への待機等で療養病棟への転院依頼を受け付け

かけることとなりました．休日の１日コースの
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研修で，しかも名古屋という遠方にもかかわら

帰）際に協力し合う関係機関は多数ありました．

ず，恵那市・中津川市の介護支援専門員，施設介

その中でも認知症連携という点で要になるのは

護職員等28名から希望者があり，全体の参加者

どういう機関かという視点で地域包括支援セン

が70名ほどということからみると，恵那地域の
比率が非常に高いことが分かります．

ター，介護支援専門員，成年後見センター，市内
（岩村）
で認知症グループホームを開設し，認知症

介護支援専門員宛に呼びかけた案内文は内科

のケアに積極的にかかわっていると評判のある

の医師が作成した
「認知症のエキスパートになろ

介護保険事業所を挙げました．
エーザイの担当者

う」
というタイトルでした．
研修の目標として
「周

はそのほかにも，まちづくり市民協会や社会福祉

辺症状に対するケアが向上する」
「周辺症状に対

協議会にも声をかけ，恵那市地域包括支援セン

するケアを地域で取り組むことができる」
「認知

ターほか関係機関に直接出向いて構成員の了解

症の周辺症状に強くなろう」
「 認知症のネット

をすすめ，第１回の会議を2009年４月27日に開催

ワークを作ろう」
「明日から入院せん妄に対応で

しました．

きる」が挙げられていました．さらに，
「この研修

地域医療振興協会の八森 淳医師，NPO地域認

をきっかけに認知症のエキスパートになりま

知症サポートブリッジの徳田雄人氏がアドバイ

しょう」
「この研修をきっかけにチーム医療をよ

ザーとして関与し，継続して恵那・中津川地域の

り充実させましょう」
というもの，医師名を出し

支援を行っていただいています．

ての案内文は，今読み返してみても魅力がありま
した．

定期的に例会を開催することで，地域の関係者
が認知症連携というテーマで市立恵那病院会議

そして，研修会ではランチタイムも挟みつつ，
小グループで医師も看護師も介護支援専門員も

室に集う根拠ができました．
つながりの継続であ
ります．

社会福祉士も認知症周辺症状に対するケアにつ

「市内の自治会
（町内会）
単位で助け合い組織が

いて学び，意見交換をしました．このことがきっ

確立している」
という情報が出されれば，次回の

かけとなって，医師を含めた病院スタッフと地域

会合では助け合い組織の代表者に来てもらい，説

スタッフの敷居は低くなり，顔の見える関係の一

明を受ける．
「当事者の声を聞く必要があるので

歩を踏み出したのでした．

は？」
との問題意識が出れば，早速認知症介護を

研修会の内容もさることながら，市立恵那病院
が呼びかけて参加した人数が会場の半数を占め

特集

する家族に来ていただく，などできることはすぐ
にやってみました．

ていたことから，当時の研修スタッフである八森

参加できる人は誰でも……のスタンスで中津

淳医師も
「恵那地域はよほど認知症に関心が高い

川市や多治見市の地域包括支援センターから見

と見える．今後のモデル地域になるのではない

学をしていただきました．
医師会や歯科医師会か

か」
と発言していたことが思い起こされます．

らも会の様子を見学に来ていただきました．

恵那市認知症連携推進連絡会

互いを知り，そして実践している活動を認めて，

この連絡会からいくつかの事業が発信され，お
尊重し合う，良い関係づくりができ，今では各事
2009年３月，株式会社エーザイの後援で，恵那

業所や個人をつなぐ重要な場となっています．

病院と地域包括支援センターが発起人となる形
でこの連絡会が結成されることになりました．
私

もの忘れ外来家族会（写真１，２）

の方には，
「恵那市で認知症の地域連携を推進す
る会合を持ちたいが，どういう人たちに呼び掛け

そんな中，2010年４月の恵那市認知症連携推進

ればよいか？」と相談がありました．市立恵那病

連絡会において，
「家族会プロジェクト」
が提案さ

院相談室の社会福祉士が日常的に患者相談を受

れました．
恵那市内には個別のデイサービスやグ

け，地域に患者さんを戻していく
（退院後在宅復

ループホームとしての家族会，地域包括支援セン
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ターが開催する家族の集いがありました．
これを

題，
「湯呑にごはんをよそってしまう」
「衣類を前

「家族力」という本来持っている潜在力として正

後反対に着る」
「風呂とトイレの照明を消さない」

しく評価し，専門職が関与することで，社会資源

「さっき食べたばかりの食事を食べてないと言

としていけるのではないか，あるいはしていきた

う」
など，直面した出来事を皆はどう対応してい

い，
とのねらいがありました．

るのか，お互いの情報交換で時間は過ぎていきま

これと呼応するように，もの忘れ外来を担当す

した．

る細江雅彦医師より
「恵那病院でもできないだろ

もの忘れ外来に受診する患者は初期の認知症

うか」と発せられました．病院の外来だけで運営

であることが多い関係上，家族の受容も途上の場

のノウハウはないが，地域包括支援センターやグ

合が多く，認知症に対する知識も十分でないこと

ループホーム
「くわのみ」が運営方法の教授だけ

なども手伝って不安が大きいのです．
このような

でなく，実際にスタッフとして関与していただけ

段階での当事者同士のお話し会が，認知症問題を

るということで，この取り組みができたのでし

抱え込まなくて済む，誰かに相談できるという，

た．
「 市立恵那病院 もの忘れ外来家族会」が始

つながりを生む効果をもたらしているようです．

まったのでした．

スタッフとなっている地域包括支援センター

2010年10月の第１回から２ヵ月ごとの第４月

社会福祉士，
「くわのみ」
の繁澤さんから具体的な

曜の午後１時間半は，病院で家族のおしゃべり会

地域での事例も交えて助言を受けたり，病院と地

として恵那病院に集うことになりました．

域が共同して外来患者の支援を行っていること

おしゃべり会のため，患者の近況報告が中心で
あり，認知症に起因する生活問題の具体的な話

が目に見えることで新たな安心感を生んでいる
ようでした．
2011年10月に実施したフィールドワーク
「くわ

特集

のみ見学会」
には，７組の家族が参加しました．
10
時から15時という昼食を挟んだ長時間の企画は，
家族同士の話す時間の保証と介護保険サービス
事業所を見るという具体的な行動で，会の結束を
強めました．
2012年２月の第９回家族会では，毎回参加のベ
テラン参加者が新規の参加者の話に傾聴し，自ら
の体験を助言する場面が多々見られました．
これ
も家族会の成果の一つかと思いました．
写真１ 晴天の中，くわのみ繋澤さんより説明をうけ
ています．繋澤さんは「もの忘れ外来家族会」のスタッ
フです．

このような様子はカルテに記録され，診療に反
映されています．

写真２ テラスで手作りのお弁当をいただきました．
くわのみでは，早くから家族会が運営されており，見学会当日にも来ていただいて恵那病院の家
族会と交流させていただきました．
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見える事例検討会（写真３, ４）

見センター社会福祉士，市立恵那病院医師と社会
福祉士，在宅介護支援専門員，市民，訪問看護師，

さらに2011年６月の恵那市認知症連携推進連

デイサービス相談員
（認知症ケア専門士）
，など多

絡会では，見える事例マッピングという方法を

職種の方々です．
２日間の講座のほとんどはマッ

使った事例検討会を実施することを八森 淳医師

ピング技法のワークであり，講習終了時には，全

より提案されました．
これを機に，名古屋での体

員が進行とマッピングができるようになったの

験研修，恵那病院での例会での体験を経て，11月

です．

には事例検討会のまとめ役となる
「ファシリテー
ター」
を養成する講座を恵那市で開催することと

現在，講習で得た技術を錆びつかせないように
と月１回の事例検討会を実施しています．

なりました．すでに八森 淳医師が全国のいくつ

マッピング技法によって
「事例を見える化」す

かの町で
「見える事例検討会」をファシリテー

ることは，関係職種の討論を活発化させ，参加を

ターとして実施しており，マニュアルも作成され

促す効果があるように思われます．
３月には恵那

ていました．見える事例検討マッピングによっ

市内にて80名参加による４事例の
「事例検討まつ

て，事例の複雑な様子が１枚の図
（マップ）
になる

り」
を多職種で実施する準備を行っているところ

ことから，参加者はマップを見ながら事例を理解

です．

することができ，メモをとらない，図が描かれた

今後も見える事例マッピングが支援者同士を

ホワイトボードに集中するのです．
Accept allの

つなぐコミュニケーションツールとして広がっ

ルールによって参加者は自由に意見を出し合う

ていくことが予想されます．

ことができます．
事例提供者もケース記録を持参
するだけで，ファシリテーターの質問に答えるだ

地域を対象とした公開勉強会の開催

けでよいのです．
養成講座に参加したのは地域包
括支援センター社会福祉士，老人保健施設介護支

認知症をテーマにした勉強会を2008年以来年

援専門員，障害福祉専門相談員
（保育士）
，成年後

２回開催しており，BSAP研修で得たつながりを

写真３
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写真４ ２日目には自分たちでファシリテートできる
ようになりました．

図３

まとめ

継続させたいと，地域の介護施設や介護支援専門

加できる人は誰でも……のスタンスで現在では，

員に公開しています．
業務終了後の平日の18時か

福祉用具事業者，診療所看護師，訪問看護ステー

らの開催にもかかわらず，毎回100名超の参加者

ションなどこちらも多職種化しています．

があり，好評を得ています．
その他，褥瘡ケア，緩
和ケア，リハビリテーションといった病院発信な

今後の課題（図３）

らではの勉強会も公開し好評を得ています．
恵那市における認知症地域連携では，市立恵那

懇親会

特集

病院を会場にした例会，病院発信の研修会，懇親
会，など多岐にわたる参加の機会があることがう

顔の見える関係づくりの手段として懇親会が
あります．

かがえます．しかし，認知症を抱える患者の困難
が解決したわけではなく，入院時，入院中，退院後

私たちの地域においても懇親会を大切にして

と患者家族の納得のいく結果が得られていると

います．
2008年から年に３回の頻度で介護支援専

は言い難いです．
一人ひとりの患者や家族が求め

門員や病院社会福祉士を中心に開始しました．
病

る安心への道のりは長いですが，増加することが

院を退院する時に方針をともに検討する担当者

予想される認知症，独居や
「無縁社会」
ということ

同士の顔の見える関係です．
普段は電話でしか話

に対応できるまちづくりに市立恵那病院が参加

したことがない，病院のカンファレンスでしか見

することで少しでもこれらの問題解決のための

たことがないという人でも，懇親会で時間にとら

支援力のある医療機関になっていけるよう，その

われずに話をすることができ，次にカンファレン

役割を発揮していきたいものです．

スをする時に非常に話しやすくなっています．
参

328
（54）

月刊地域医学

Vol.26 No.4

2012

