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はじめに

「 認 知 症 と と も に 暮 ら せ る 社 会 」（Dementia 

Friendly Communities）は、高齢化が進展する今日

の世界の認知症施策がめざす共通の目標です。それは、

認知症の有無に関わらず、障害の有無に関わらず、地

域に暮らすすべての人々が、地域の大切な一員である

と認識され、未来に向けて、希望と尊厳をもって暮ら

すことができる社会にほかなりません。

東京都では、平成 28 年度～ 29 年度に、「認知症と

ともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業」と

して、板橋区の高島平地区に暮らす 70 歳以上高齢者

7,614 名を対象とする調査研究を行いました。この調

査の結果、①大都市の住宅地には、単独世帯をはじめ、

家族による生活支援が得られにくい高齢者が数多く

暮らしていること、②認知機能の低下が、生活機能の

低下とともに、身体的・精神的な健康状態の悪化、社

会的交流の減少、経済的困窮と深く関連していること、

③認知症とともに地域に暮らす高齢者の多くは、医学

的な診断や介護保険サービスの利用にはつながってお

らず、数多くの複合的な社会支援ニーズが存在するに

も関わらず、必要な支援にアクセスできていないこと、

おそらく、④認知機能の低下とともに、社会的孤立と

経済的困窮が、情報やサービスへのアクセシビリティ

ーを低下させていることを示しました。また、⑤多職

種協働による、本人の視点に立った社会支援の統合的

調整が多様なサービスの利用を促進すること、⑥５つ

の機能をもつ地域拠点の活動が、地域に暮らす人々の

認知症についての理解を深め、認知症とともに生きる

人々の人権についての意識を高め、「認知症とともに

暮らせる社会」の創出に向けた活動を促進することを

示しました。

これらの結果に基づき、高島平地区の大規模住宅地

域に地域の拠点を設置し、平成 30 年度からは「認知

症地域支援推進事業」の名称の下で、認知症とともに

生きる本人、家族、地域に暮らす人々、地域で活動す

る多様な組織・団体と協働して、「認知症とともに暮

らせる社会」の創出をめざした地域づくりの活動を開

始しました。この手引きでは、これまでの活動実績を

踏まえて、コーディネーションとネットワーキングと

いう２つの用語をキーワードとする地域づくりの方法

を解説します。

この手引きは第Ⅰ部理論編、第Ⅱ部実践編、第Ⅲ部

事例編、第Ⅳ部資料編で構成されています。第Ⅰ部で

は、コーディネーションとネットワーキングの概念と

理論を解説します。第Ⅱ部では、第Ⅰ部の理論に基づ

いて実際に高島平地区で展開された活動を紹介します。

第Ⅲ部では、いくつかの事例を提示し、地域の拠点を

核にして展開される個別支援のイメージを紹介します。

第Ⅳ部では事業展開に役立つ参考資料を掲載します。

この手引きが、東京都およびわが国のさまざまな地

域で展開される「認知症とともに暮らせる社会」の創

出に寄与することができれば幸いです。

東京都健康長寿医療センター研究所

研究部長　粟田主一
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Ⅰ.理論編
「認知症とともに暮らせる社会」、すなわち、

「認知症の有無に関わらず、障害の有無に関わら

ず、希望と尊厳をもって暮らすことができる社

会」を創出するには、コーディネーションとネッ

トワーキングという２つの考え方を基礎とする

事業を展開することが重要です。平成30年度よ

り東京都において事業化された「認知症ととも

に暮らす地域あんしん事業―認知症地域支援推

進事業」も、この２つの考え方が基礎になってい

ます。コーディネーションとネットワーキングは

車の両輪です。理論編では、この２つの考え方に

ついて解説します。



04 05認知症とともに暮らせる社会に向けて：地域づくりの手引き 認知症とともに暮らせる社会に向けて：地域づくりの手引き

Ⅰ.理論編

Ⅰ・
理
論
編

本人の視点に立って、生活の継続に必要な支援のあ

り方を考えるためには、第一に、本人や家族と情報を

共有する必要があり、第二に多職種間で情報を共有す

る必要があります。

認知症の本人や家族に情報を提供するにあたっては、

よく配慮された、質の高い情報を、わかりやすく、正

確に伝える必要があります。たとえば、ワーキングメ

モリや近時記憶などの認知機能に低下が認められる場

合には、複雑な情報や長い話は負担が大きく、情報共

有が困難になりがちです。そのような場合には、認知

機能の低下によく配慮して、大切な情報を選択し、短

い言葉で、わかりやすく伝えることが大切です。パン

コーディネーションを行うには、本人の思いや希望

を理解するとともに、現在の生活状況全般において何

が課題であるかを客観的に把握する必要があります。

そのようなプロセスを総合的アセスメントと呼びます。

認知症の総合的アセスメントを行う場合には、認知

症の一般的特性に関する知識が不可欠です。認知症の

一般的特性を模式図で示したものが 02 です。認知症

は、何らかの脳の病的変化（認知症疾患）によって、認

知機能が障害され、それによって生活に支障が現れた

状態ですが、それと同時に、さまざまな身体的・精神

的・社会的な生活課題に直面し、生活状況が複雑化し、

それによって生活そのものの継続が困難になるリスク

フレットを利用したり、メモを書いたりするなどの工

夫も必要でしょう。

また、本人や家族の不安が強い場合には、安心感を

与えられるような配慮も必要です。ただ単に、認知症

であることを伝えたり、診断名を伝えたり、障害の性

質を伝えることよりも、本人が心配していることや、

希望していることに対して、役に立つ情報を提供する

ことからはじめることが大切な場合もあります。

保健、医療、介護、生活支援、家族支援、居住支援、

経済支援、権利擁護の支援など、複合的な支援が必要

とされる場合には、多職種で情報を共有し、支援のニ

ーズと課題解決の方法を検討していく必要があります。

が高まった状態であると理解することができます。

したがって、現時点で、どのような認知機能に障害

が認められるのか、生活面ではどのようなことに支障

があるのか、身体的健康状態はどうか、精神的健康状

態はどうか、社会的にはどのような状況におかれてい

るのかということを把握し、その上で複雑化のリスク

を低減し、複雑化した課題を解決する方策を検討する

必要があります。また、現在の状態をよく理解し、将

来の見通しを立て、質の高い適切なケアやサービスを

確保するためにも、これらの背景にはどのような認知

症疾患があるのかを把握することも重要です。

3.情報共有

2.総合的アセスメント

02 認知症の一般的特性

・経済的困窮、経済被害
・住居環境の悪化
・近隣とのトラブル ・居住地、施設、病院、地域における差別・排除

・社会的孤立 ・介護者の負担・心理的苦悩

・介護者の健康問題
・家族関係の悪化
・虐待  ・介護拒否

・自殺  ・介護心中

・サービスにアクセスできない

脳の病的変化 認知機能障害 生活障害

精神的健康問題 身体的健康問題

社会的生活課題

コーディネーションとは、もともとは、医療や介護

のみならず、生活に必要な多様な社会支援サービスを

統合的に提供できるようにするための方法として概念

化された用語です。ここでは、認知症や障害などによ

って生活のしづらさに直面しているときに、本人の視

点に立って、生活の継続に必要な社会支援を統合的に

調整することをコーディネーションと呼びます。また、

コーディネーションの役割を担う人をコーディネータ

ーと呼びます。

現在ある制度の中でも、たとえば地域

包括支援センターや居宅介護支援事業所

の業務の中心はコーディネーションにほ

かなりません。また、認知症地域支援推

進員、介護支援専門員はコーディネータ

ーであり、認知症サポート医もコーディ

ネート医としての役割が期待されていま

す。そして、認知症初期集中支援チーム

は、コーディネーションを実践する多職

種協働チームです。

東京都では、2013 年度より認知症支

コーディネーションの第一歩は信頼関係を形成する

こと、すなわち、“ 信頼できるパートナーシップを築

くこと ” にあります。「本人の視点に立って、社会支援

の調整を行う」には、本人の思い、希望、心配ごと、困

りごと、悩みごと、これまでの人生の歴史、体験して

きたことなどを理解することからはじめなければなり

ません。しかし、それができるのは、語り合う２人の

間に信頼関係が形成されているからでしょう。

信頼関係は、通常は短い時間で形成されるものでは

なく、日々の語り合いや、体験の共有など、“ 生き生き

とした関わり合い ” の中で形成されるものです。

援コーディネーターを区市町村に配置し、2015 年度

よりコーデ―ネーションに必要な知識と技能を身に着

けるための研修会を実施しています。

コーディネーションには、通常、（1）信頼関係の形

成、（2）総合的アスセメント、（3）情報共有、（4）課題

解決に向けた多職種協働、（5）社会支援の調整という

5 つのプロセスの重層的・反復的な実践が必要とされ

ます 01 。

何をもって信頼関係が形成されているかを判断する

ことは簡単ではありません。「私の思いを語ることが

できる」「私の話に耳を傾けてくれる」「私の困りごと

の相談にのってくれる」「私の不安や心配を理解して

くれる」「私の立場に立って考えてくれる」「私がわか

らないことを一緒に考えてくれる」「私の人生の歴史

を理解してくれている」「私の希望を語ることができ

る」「私の希望を理解してくれている」といった本人の

体験が、「信頼」という体験を意味するものなのかもし

れません。決して急ぐことなく、“ 信頼できるパート

ナーシップを築く ” ための十分な時間をつくりだして

いくことが大切です。

1.信頼関係の形成

コーディネーション

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン

01 コーディネーションの5つのプロセス

信頼関係
の形成

総合的
アセスメント

課題解決に向けた
多職種協働

本人の意思を
尊重しながら

社会支援の調整
情報共有
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Ⅰ.理論編

Ⅰ・
理
論
編

その後の質の高い支援を確保する上で重要な意味をも

っています。認知症等の診断が必要とされる場合、通

常はかかりつけ医と連携して診断へのアクセスを確保

します。かかりつけ医がいない場合には、認知症サポ

ート医や認知症疾患医療センターなどの医療機関への

受診を勧奨します。いずれの場合も、コーディネータ

ーは、認知症について、診断の必要性について、受診

可能な医療機関について、本人や家族にわかりやすく

情報を提供します。

ご本人が診断を受けたくないと希望される場合、他

に優先される社会支援ニーズがあれば、それに対する

支援の調整からはじめます。また、受診に際して家族

の協力が得られにくい場合には、受療に関する生活支

援（④生活支援参照）の調整を検討します。

②身体的健康状態の医学的評価
認知症では、高齢である場合が多いこと、背景にあ

る脳の病的変化（認知症疾患）が運動麻痺やパーキン

ソニズムなどの身体症状をもたらす場合があること、

服薬管理や栄養管理などの支障が身体的健康状態を悪

化させている場合があることなどから、身体的健康状

態の評価が重要です。

たとえば、かかりつけ医がいない人で、身体的健康

状態を評価してもらう機会そのものがまったくない

場合があります。かかりつけ医がいても、受診そのも

のが途絶えていたり、服薬管理の障害のために持病で

ある高血圧症や糖尿病が悪化していたり、買い物や食

事の準備の障害／口腔機能の低下／経済的困窮など

を背景に低栄養や貧血が認められる場合も少なくあ

りません。

身体的健康状態を医学的に評価する必要がある場合

には、通常は、かかりつけ医と情報を共有したり、認

知症サポート医、認知症疾患医療センター等への受診

を勧奨したりすることによって医療サービスへのアク

セスを確保します。ご本人が医療機関を受診したくな

いと希望される場合には、往診や訪問看護を利用して、

身体的健康状態を評価する方法もあります。受診に際

して家族の協力が得られにくい場合には、受療に関す

る生活支援（④生活支援参照）についても検討します。

③継続医療の確保
医学的な評価によって認知症疾患や精神疾患や身体

疾患が認められ、かつ継続医療が必要と判断されるが

それが確保されていない場合には、通常、かかりつけ

医と連携して必要な継続医療を確保します。また、か

かりつけ医がいない場合には、認知症サポート医や認

知症疾患医療センター等と連携して、継続医療が確保

されるように調整します。ご本人が医療機関を受診し

たくないと希望される場合には、往診や訪問看護を利

用して、継続医療を確保する方法もあります。受診に

際して家族の協力が得られにくい場合には、受診同行

の生活支援（④生活支援参照）についても検討します。

④生活支援
たとえ障害があっても、地域社会の中で、その人が

その人らしく、その人の人生を主体的に生きていくた

めに必要とされる社会支援（尊厳ある自立生活を営む

ための支援）を、広い意味で「生活支援」または「日常

生活支援」と呼びます。そのような生活支援には、介

護保険などの公的な給付サービスではカバーされに

くいものが多く含まれていることから、「介護」とは

区別して、狭い意味での「生活支援」（＝介護保険外サ

ービス）と呼ぶ場合もあります。そのような生活支援

は、通常は家族がその担い手になっていますが、家族

よる生活支援が得られにくい状況では（例：一人暮ら

し、夫婦ともに認知症）、家族に代わる生活支援の担い

手が求められます。ここには、以下のような支援が含

まれます。

・見守り／安否確認に関する生活支援

定期的に本人の自宅を訪問したり、電話をかけた

りすることなどによって、日常的な会話をしたり、

安否を確認したり、必要に応じて困りごとの相談に

のったり、必要な情報を提供してくれる支援。この

ような支援によって、「生き生きとした関わり合い」

が生み出され、信頼関係（パートナーシップ）が醸

成され、情緒的サポート（例：困っているときに相

談にのる、具合が悪いときに相談にのる）を確保す

る基盤が形成されます。コーディネーションの最初

のプロセスである「信頼関係の形成」とも密接に関

連する支援であり、「人と人とのつながりをつくる

支援」と呼ぶこともできます。

課題解決に向けた多職種協働とは、多職種協働チー

ムが、本人の視点に立って、本人の主体性を尊重しな

がら、可能性のある課題解決に向けて、本人とともに

歩んで行こうとするアプローチです。このようなアプ

ローチによって、重層的な生活課題に直面し、不安を

感じている人も、寄る辺なさを感じている人も、抑う

つ状態にある人も、絶望感に圧倒されている人も、自

己効力感や生きる意欲を回復し、その人なりの課題解

決に向けて、希望と尊厳をもって、地域社会の中で共

に生きることが可能になります。

課題解決に向けた検討を行うには、概ね以下の手順

で多職種協働会議を運営します。

①会議の設営

会議設営の担当者が時間と場所を定め、メンバ

ーを招集し、資料等を準備します。

②司会進行と記録

司会進行役と記録係を定めます。司会進行役は、

メンバー全員が自由かつ公平に発言できるよう

に配慮します。記録係は、会議の内容を記録し、

次回会議で資料として活用できるように管理し

ます。

③支援対象者と担当者の確認

司会進行役は、支援対象者が誰であるか、支援

対象者の担当者が誰であるかを確認します。担

当者は、一般的には、社会支援の調整役である

コーディネーターが務めます。

④情報共有

担当者（コーディネーター）は支援対象者の状

況（総合的アセスメントの結果など）を説明し、

多職種のメンバー間で情報を共有し、整理し

ます。また、会議に出席している他の関係者も、

対象者について知っている情報を提供し、チー

ム内で情報を整理・共有します。

⑤課題の明確化

情報共有のプロセスの中で、疑問点を質問した

り、確認したり、意見を述べたりしながら、課

題（支援ニーズ）を明確化させます。

⑥解決目標の設定

明確化された課題から、いくつかの課題を選択

し、具体的な解決目標を定めます。

⑦解決策の案出

定められた具体的な解決目標に向けて、できる

だけ多くの解決策を案出します（ブレインスト

ーミンング）。

⑧支援方針の決定

案出された解決策の中から、現実に「実行でき

そうな方法」「うまくいきそうな方法」を選択し

て支援方針を決定し、支援計画を立案します。

⑨支援計画の策定と実施

支援方針や支援計画について、担当者（コーデ

ィネーター）は本人や家族の意向を確認しなが

ら、支援計画をさらに具体化させて、支援を実

施します。

⑩モニタリング

担当者（コーディネーター）は支援の実施状況

や計画について記録し、次回会議で報告し、さ

らなる支援の必要性等について検討します。

4.課題解決に向けた多職種協働

課題解決に向けた多職種協働会議を通して、多様な

生活課題と社会支援ニーズが明確化されます。検討さ

れることが多い社会支援ニーズには以下のようなもの

があります。

①認知症等の医学的診断
認知症が疑われる場合には、それが「認知症の状態

か否か？」「背景にある要因は何か？」という２段階

の医学的な診断が必要となります。そのような診断が、

5.社会支援の調整

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン



08 09認知症とともに暮らせる社会に向けて：地域づくりの手引き 認知症とともに暮らせる社会に向けて：地域づくりの手引き

Ⅰ.理論編

Ⅰ・
理
論
編

・その他の支援

生活支援は多様であり、上記以外にも多様な生活

支援のニーズが考えられます。たとえば、自動車運

転免許を返納した人に対する移動支援や、スポーツ

クラブに通ったり、釣りに出かけたりすることが生

きがいであった人が、運転免許の返納によってそれ

ができなくなった場合、その人の生きる希望をどの

ように支援するのか、といったこともあります。そ

の答えは簡単には出せませんが、地域拠点（P16 参

照）では、希望と尊厳をもって暮らすための新たな

生活支援のあり方を創出する機能を発揮することが

期待されます。生活支援のあり方は、認知症の有無

に関わらず、障害の有無に関わらず、希望と尊厳を

もって生きることをいかにすれば実現できるのか、

という観点から考えていく必要があります。

⑤家族支援
家族は、通常、認知症とともに生きる本人の生活支

援の大切な担い手です。しかし、生活支援の領域は広

範であり、それらを担う介護者の負担は並大抵のもの

ではありません。介護者自身も高齢であったり、病気

や障害がある場合には、その負担はさらに大きくなり、

精神的に苦悩したり、健康を害したり、介護者自身が

社会的に孤立し、経済的に困窮し、困難状況に陥って

しまう場合も少なくありません。コーディネーション

では、家族介護者の状況もアセスメントし、家族介護

者自身も人生の主人公として生きることができるよ

うに、家族に対する社会支援の調整を行う必要があり

ます。

家族に対する社会支援の基本は、評価的サポート

（ねぎらうこと）、情緒的なサポート（困りごとや心配

事の相談にのること）、情報的サポート（必要な情報を

提供すること）、手段的サポート（実際にサービスの利

用を調整したり、介護サービスを利用したり、経済支

援に係る諸制度を利用したりすること）と整理するこ

とができます。この中で、情緒的サポートと情報的サ

ポートは家族支援の根幹です。

情緒的・情報的サポートは、一般的には、専門職に

よる支援（個別相談、心理教育、家族教室など）、家族

同士の相互支援（家族会など）、専門職・家族・市民を

含む相互支援（ケアラーズカフェなど）によって提供

されます。コーディネーターは、自らが情緒的・情報

的サポートの提供者であると同時に、家族がこれらの

社会支援につながることができるように調整する必要

があります。地域拠点において、ケアラーズ・カフェ

を立ち上げることもできるでしょう。

介護者が仕事をしている場合、しばしば介護のため

に仕事の継続が困難となり、離職を考えることがあり

ます。介護離職は介護者自身の将来にわたる経済状況

にも重大な影響を及ぼします。仕事をしている介護者

には、「職場と家庭の両立支援」に関する情報を早めに

提供することも重要です。

育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）では、以

下のことが定められています。

・介護休業、介護休暇

要介護状態にある家族を介護するために、事業

主に介護休業、介護休暇を申し出ることができ

る。事業主はその申し出を拒むことができない。

・所定外労働、時間外労働、深夜業の制限

要介護状態にある家族を介護するために、所定

外労働、時間外労働、深夜業の制限の請求があ

った場合、事業主は上記の労働をさせてはなら

ない。

・事業主が構ずるべき措置

事業主は介護休業中の待遇などを定め周知させ

る処置を講ずるように努めなければならない。

また、職業家庭両立推進者を定めなければなら

ない。

・国等による援助

国等は、事業主の相談、助言、給付金の支給な

どを行うことができる。

・社会参加に関する生活支援

地域で開催されるさまざまなイベント、サロン、

認知症カフェ、食事会、趣味、娯楽、スポーツ、健康

教室、文化活動、社会活動、講演会、ボランティア活

動などに誘ってくれたり、一緒に参加してくれたり

する支援。仕事などの就労支援も含まれます。

社会とのつながりは、その人が、その人なりに、

希望と尊厳をもって暮らしていくための大切な基盤

です。しかし、認知機能障害や生活障害は、社会と

のつながりを希薄にし、社会的孤立を促進する重大

な要因になっています。認知症とともに生きる人が、

人々と出会える場につながれるようにすることはコ

ーディネーターの重要な役割です。その中でも、認

知症とともに生きる本人同士の出会いは、本人の人

生にとってとても重要な意味をもつことがあります。

認知症とともに生きる本人同士が主体的に出会い、

思いを語り、意見を述べ、それを政策や地域づくり

に反映させることをめざす活動を「本人ミーティン

グ」（P32 参照）と呼びます。本人ミーティングへの

誘いは、意味のある大切な社会参加の支援の一つで

す。

・受療に関する生活支援

病気に気がついてくれたり、医療機関に同行して

くれたり、受診の手続きを手伝ってくれたり、医師

の説明を一緒に聞いてくれたり、入院の際に手伝っ

てくれたり、見舞いに来てくれたりする支援。この

ような受療に関する支援は、本人が求める生活支援

の中でも頻度が高い支援です。受診に同行してくれ

る家族がいない場合、要介護認定を受けている場合

には訪問介護などのサービスでカバーできる場合も

ありますが、そうでない場合には家族に代わる同行

支援の担い手を個別に検討する必要があります。

・服薬管理に関する生活支援

決まった時間に、必要な薬を、必要な量だけ服用

できるようにする支援。これは毎回の服薬時に必要

とされる生活支援であるために、一人暮らしの場合

には、しばしば調整が非常に困難な場合があります。

医師や薬剤師と相談し、薬の一包化、単剤化、1 日 1

回処方にしたり、服薬カレンダーや服薬トレイを導

入したり、訪問看護／通所介護／訪問介護利用時の

服薬支援と別居家族の訪問時の服薬支援を組み合わ

せて利用したり、地域の多様な生活支援のための社

会資源（サロン、認知症カフェ、居場所、民間の訪問

サービス、有償・無償ボランティア、民生委員、信

頼できる隣人、知人、友人など）を利用して服薬管

理のための生活支援ネットワークを構築する場合も

あります。

・金銭管理／書類管理／サービスの利用手続きに関す

る生活支援

財産や年金の管理、預貯金の出し入れ、光熱費や

請求書の支払い、買い物等の日常的金銭管理、サー

ビス利用の選択と契約手続き、書類の内容確認・本

人への説明、重要書類の保管などの支援。日常生活

自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）を利用する

ことができますが、この事業は福祉サービスの利用

援助が前提なので、原則として、金銭管理支援のサ

ービスのみを単独で利用することはできません。ま

た、買い物などの日常生活に要する細かな金銭管理

については、実際には人手を要するために制度的サ

ービスのみでは困難な場合が少なくありません。日

常的な金銭管理をサポートできる信頼できる生活支

援のネットワークづくりが必要になります。

・水分・栄養確保／家事行為／環境調整に関する生活

支援

水分や栄養の確保、食事の準備、買い物、掃除、洗

濯、整理整頓、ゴミ出し、草取り、電球の交換、エア

コン等による温熱環境の調整、壊れた物の修復など

を手伝ってくれる支援。要介護認定を受けている場

合には、訪問介護などの居宅サービスでカバーする

ことができますが、未認定である場合や、サービス

を十分な頻度で利用できない場合には、介護保険外

の生活支援を個別に検討する必要があります。自治

体の事業として実施されている地域支援事業、介護

保険外の配食サービスや民間サービス、地域の中で

展開されている食事会、NPO 法人やボランティア

団体の生活支援サービスを活用することができるか

を検討します。
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⑥居住支援
住まいは地域生活を継続する基盤です。しかし、認

知機能障害や生活障害によって、住み慣れた「住まい」

を失う状況に直面する場合は決して少なくありません。

生活を継続するための「住まい」を安定的に確保する

ための支援を「居住支援」と呼びます。ここには、「現

在の居住環境を整備する支援」と「新たに住まいを確

保する支援」が含まれます。

・現在の居住環境を整備する支援

現在の居住環境（建物の構造、段差、温度、日当たり、

水回り、音、調理器具、整理整頓の状況）をアセスメ

ントし、必要な助言と利用できる社会支援サービスに

ついて情報を提供します。整理整頓や清潔保持の困難

（例：室内の混乱、ゴミ屋敷など）や近隣とのトラブル

は、生活を継続できる「住まい」の喪失につながる可

能性を高めます。そのような場合には、本人の思いを

聴き、関係者と協働して、多職種協働チームで課題解

決に向けた検討を行う必要があります。

・新たに住まいを確保するための支援

居宅系サービスを利用しても在宅生活の継続が困難

な状況にあるときは、本人や家族とともに、生活支援

のある住まいの確保を支援します。サービス付き高齢

者向け住宅、有料老人ホーム、認知症対応型生活介護

（グループホーム）、介護老人保健施設、介護老人福祉

施設、療養型医療施設、介護型医療院、軽費老人ホー

ム（ケアハウス）などがあります。しかし、その人がお

かれている状況（例：経済状況、家族や身寄りがいない、

医療ニーズが高いなど）によって、利用できるサービ

スが限定される場合があります。特に経済状況は重要

であり、状況によっては低額の料金で居住支援・生活

支援を提供する NPO 法人等との連携が必要な場合も

あります。

⑦介護保険サービスの利用支援
介護保険サービスの利用が生活課題の解決に有効で

あると考えられる場合には、本人・家族に介護保険制

度の情報をわかりやすく説明した上で、地域包括支援

センターと連携して、要介護認定申請等のサービス利

用に向けた支援を行います。また、実際にサービスを

利用する場合には、介護支援専門員や介護サービス事

業所のスタッフと情報を共有して、本人が希望と尊厳

をもって暮らすためのトータルな支援のあり方を多職

種協働で検討することが大切です。

⑧経済的な支援
経済的な理由から本来必要なサービスの利用が困

難な状況にある場合には、経済支援のための諸制度に

関する情報を提供し、サービスの利用を調整する必要

があります。医療サービスや介護サービスの利用費を

減額する制度としては、高額療養費制度や高額介護

サービス費制度があります。また、疾病や障害の状況

によっては、自立支援医療制度、難病医療費助成制度、

特別障害者手当、精神障害者保健福祉手帳、身体障害

者手帳、障害年金などの制度を利用できる場合があり

ます。

さらに、経済的な理由から、日常生活の継続そのも

のが困難な場合には、生活保護制度の利用について検

討します。高額療養費制度の申請は加入している医療

保険によって異なるため、加入している医療保険の

窓口に相談します。高額介護サービス費、自立支援医

療制度、難病医療費助成制度、特別障害者手当、精神

障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、障害年金制度、

生活保護は区市町村の担当窓口に申請します。

⑨権利擁護に関する支援
広くは、コーディネーションのすべてを「権利擁護

に関する支援」と見なすことができますが、ここでは、

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）、成年

後見制度、虐待や経済被害への対策について簡単に解

説します。

・日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）

認知症、知的障害、精神障害等のために判断能力が

十分ではなく、自分ひとりで福祉サービスの利用契約

が困難な場合、本人との契約に基づいて、福祉サービ

スの利用援助、日常的な金銭管理、書類等の預かりサ

ービスなどの支援を行う制度です。本事業を利用する

には、「本人が本事業の内容を理解し、契約を締結する

能力があること」が条件となっています。実施主体は

都道府県社会福祉協議会であり、区市町村社会福祉協

議会がその窓口になっています。

・成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が

十分でない人に対して、本人の権利を守る援助者を選

任し、財産管理や身上監護（身の回りの世話）に関す

る契約等の法律行為全般を支援する制度です。法定

後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度

は、家庭裁判所によって選任された成年後見人等（成

年後見人、保佐人、補助人）が、本人の利益を考えなが

ら、本人に代わって契約などの法律行為をしたり（代

理権）、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与

えたり（同意権）、本人が成年後見人等の同意を得ない

で行った不利益な法律行為を後から取り消したり（取

消権）することによって、本人を保護・支援する制度

です。任意後見制度は、本人に十分な判断能力がある

うちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に

備えて、予め自ら選んだ代理人（任意後見人）に、自分

の財産管理・身上監護に係る法律行為の代理権を与え

る契約（任意後見契約）を公証人の作成する公正証書

によって締結しておく制度です。成年後見制度の申請

窓口は各区市町村に設置されています。

・虐待や経済被害への対策

虐待の類型には、1) 身体的虐待（高齢者の身体に

外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加える

こと）、2) 介護・世話の放棄（高齢者を衰弱させるよ

うな著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人

による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること）、

3) 心理的虐待（高齢者に対する著しい暴言または著

しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと）、4) 性的虐待（高齢者に

わいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつ

な行為をさせること）、5) 経済的虐待（養護者または

高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分するこ

と、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る

こと）があります。

虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合

には、地域包括支援センターまたは区市町村の担当課

に通報します。区市町村は、相談・指導・支援、事実

確認のための調査、審判の請求などを行い、虐待の防

止、高齢者の保護、虐待者の支援を行います。虐待で

あるかどうか判別しがたい場合であっても、区市町村

は、高齢者の権利が侵害されたり、生命や健康、生活

が損なわれたりするような事態が予測される場合には、

高齢者虐待防止法の取り扱いに準じて、必要な援助を

行います。

特殊詐欺などによる経済被害が疑われる場合には、

状況に応じて、東京都消費生活総合センターや警察に

通報します。
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Ⅰ.理論編
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理
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　認知症の有無に関わらず、障害の有無に関わらず、

誰でも居心地よく、自由に過ごすことができる機能。

・「認知症とともに暮らせる社会の創出」を開設理念

とし、認知症の有無に関わらず、障害の有無に関わ

らず、「みんなが居心地よく、だれでも自由に」過ご

せる居場所であることを、リーフレット、パンフレ

ット、ポスター、ホームページなどを用いて、地域

の人々に周知します。

・開設準備の段階から、地域の多様な組織・団体（地

域包括支援センター、医療機関、介護保険事業所、

民生委員、町内会、コミュニティ・カフェや認知症

　多様な生活課題をもって暮らす人々が、気兼ねなく

相談に来ることができる。必要に応じて、適切な社会

資源（保健・医療・福祉・介護に係る諸機関等）につ

なぐことができる機能。

・専門的な観点からも相談に応需することができ、か

つ必要に応じて、適切な社会資源（保健・医療・福祉・

介護・法律等の関係諸機関）につなぐことができる

ように、パンフレットや書籍等の情報資材を用意し

ておきます。

・長年にわたって第一線で活躍され、定年退職を迎え

られた保健師・看護師・精神保健福祉士・社会福祉

士などの専門職がスタッフに加わると、質の高い相

談機能を発揮することができます。

・週の中に特定の日を設けて、医師による相談が受け

られるようにするなどの工夫も有用です。実際、こ

　多様な活動を通して、共に学び、共に活動し、共に

楽しむ機会を創り出し、それによって差別や偏見を解

消し、社会参加を促進することができる機能。

・「認知症についての正しい知識」の普及とともに、多

様な活動を通して、共に学び、共に活動し、共に楽

しむ機会を創り出し、それによって差別や偏見を解

消し、社会参加を促進することが重要です。

・住民を対象に、「認知症についての知識」だけではな

く、「認知症とともに生きるということ」、「人権を護

ること」にフォーカスをあてた講座を開催すること

によって、認知症とともに生きる人に対する「合理

的配慮」が醸成されます。

・認知症だけではなく、さまざまな人が興味をもつ、

カフェなどを運営する多様な組織・団体）に、上記

の開設趣旨について周知をはかり、協力を求めます。

・地域拠点は可能な限り常設とし、ローテーションを

組んで運営スタッフを配置し、地域に住む人々が自

由に時間を過ごせる開室日を可能な限り多く確保し

ます。

・地域拠点を運営するスタッフは、「認知症」と「人権」

にフォーカスをあてた研修会に参加して、認知症に

ついての理解を深め、人権についての意識を高め、

日々の活動においても、「合理的配慮」のある環境が

創り出せるように、居場所づくりを実践します。

・認知症を含め、多様な生活課題をもって暮らす人々

が気兼ねなく相談にくることができるように、プラ

イバシーが守られる相談スペースを確保しておきま

す。

うした日を設けることによって、数多くの相談者が

来訪するようになります。

・相談に応需する人には、認知症についての深い知識

をもち、認知症とともに生きる人々の人権について

高い意識をもち、地域の社会資源や制度等にも精通

できるように、定例的な研修会に参加するなどして、

学びを深めます。

・相談を契機に、必要な社会資源と連携することがで

きるように、日ごろから「顔の見える連携」を推進

しておくことが重要です。

さまざまなテーマの講座やイベントを開催すること

によって、多様な人々が気軽に立ち寄り、認知症の

本人や家族を含む来訪者同士のつながりが自然につ

くりだされます。

・ときには、来訪者の間に認知症に対する偏見や差別

が見られることもありますが、そのようなときには

スタッフの自然な配慮によって来訪者の気づきが促

され、来訪者同士の間でも、「みんなで居心地よく、

だれでも自由に」過ごせるようにするための配慮が

芽生え、差別や偏見が解消されていきます。

・これらによって、認知症の有無に関わらず、障害の

有無に関わらず、すべての人々の社会参加が促進さ

れ、希望と尊厳をもって暮らせる社会の“未来共創”

が可能になります。

1.居場所としての機能

2.相談に応需できる機能

3.差別・偏見を解消し、社会参加を促進する機能

一般に、社会支援（ソーシャル・サポート）を相互

に提供していくことを可能にする社会構造をソーシャ

ル・ネットワークと呼びます。また、そのような地域

社会の構造を創り出していく活動をネットワーキング

と呼びます。「地域づくり」「まちづくり」とほぼ同じ

意味です。ここでは、「認知症とともに暮らせる社会」、

すなわち、「認知症の有無に関わらず、障害の有無に

関わらず、希望と尊厳をもって暮らすことができる社

会」をつくるという共通の目標に向けて、認知症の本

人、家族、地域に暮らす人々、地域を構成する多様な

組織・団体が連携・協働して、未来に向けて地域社会

を創出しようとするすべての活動を、広い意味でネッ

トワーキングと呼ぶことにします。

そのようなネットワーキングを効果的に実践する方

法として、私たちは、以下の 5 つの機能をもつ生活支

援の拠点を、人々が暮らす地域の中に創り出すことを

提案しています。

ネットワーキング

　社会支援（特に生活支援）を提供する多様な組織・

団体が情報を共有し、「顔の見える」連携・協働を推進

することができる機能。

・「認知症とともに暮らせる社会の創出」という理念

のもとで、地域社会のさまざまな組織・団体と情報

を共有したり、イベントを開催したり、地域の多様

なネットワーク会議に参加したり、新たなネットワ

ーク会議を立ち上げたりすることによって、社会支

援を提供する多様な組織・団体との相互連携が推進

されます。

・例えば、企業のスタッフが、地域拠点で開催される

ミニ講座、イベント、研修会に参加したり、認知症

の本人や家族と対話したりすることによって、「認

知症にやさしい」まちづくりへの取り組みがはじま

ります。

・地域ですでに進められている居場所づくりの取り組

み（例：認知症カフェ、サロン、コミュニティー・

スペース）との連携によって、地域の多様な居場所

づくりの活動と横のつながりができ、地域づくりが

活性化されます。

4.連携を推進する機能

ネ
ッ
ト
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・生活支援を提供する既存の活動との連携も進み、地

域の生活支援のネットワークを重層化させることが

できます。

・生活支援のための人材育成の取り組みを協働で実施

したり、新たな生活支援の活動を生み出すきっかけ

を創り出したりすることができます。

　「認知症」と「人権」にフォーカスをあてた研修会を

定例的に開催して、認知症についての理解を深め、人

権についての意識を高め、「合理的配慮」のある地域環

境を育むことができる機能。

・「認知症」と「人権」にフォーカスをあてた研修会を

定例的に開催することによって、受講者の認知症に

ついて理解を深め、認知症とともに生きる人々の人

権についての意識を高めることができます。

・地域の拠点で「本人ミーティング」（認知症とともに

生きる本人同士が主体的に出会い、思いを語り、意

見を述べ、それを地域づくりや政策に反映させるこ

とをめざす会）を開催することによって、認知症の

本人が参画した地域づくりが可能になります。

・研修会では、さまざまな領域の専門職、認知症であ

る本人、認知症の人を介護する家族、地域で多様な

活動をされている人々に講師をお願いすることに

よって、多様な観点から、「認知症」と「人権」にフ

ォーカスをあてた話題提供や意見交換が可能にな

ります。

・「認知症」について深く理解し、「人権」について高い

意識をもつ人々を育成することは、「認知症ととも

に暮らせる社会」をつくる根幹になります。

5.人材を育成する機能

おわりに
コーディネーションとネットワーキングは車の

両輪であり、「認知症とともに暮らせる社会」を創

出するための基本モデルです。

しかし、このような活動を通して改めて実感さ

れることは、一人暮らしの人や社会的に孤立して

いる人をサポートする生活支援や家族支援のネッ

トワークが決定的に不足しているという現実で

す。そのような課題の解決に向けて、地域拠点で

は、先に述べた５つの機能を発揮しながら、「認知

症とともに暮らせる社会」に必要な社会支援のイ

ノベーションを促進します。第Ⅱ部の実践編と第

Ⅲ部の事例編の中で、さらに詳しく解説します。

Ⅱ.実践編
理論編で解説したネットワーキングとは、社

会支援を相互に提供していくことを可能にする

地域社会の構造を創り出すことを意味していま

す。社会支援には、医療、介護、生活支援、居住

支援、経済支援など、多様な支援が含まれます

が、その中でも、生活支援は、「認知症とともに

暮らせる社会」をつくるための根幹といっても過

言ではありません。実践編では、高島平に設置

した地域拠点を核にして実践されてきたネット

ワーキング、すなわち “生活支援のある地域づ

くり”を紹介します。
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03 カフェ・スペース02 高島平ココからステーションロゴ

地域の拠点をつくるには、はじめに地域の拠点の開

設理念を確認し、どのような居場所を作るべきなのか

をスタッフ間で共有する必要があります。次に、拠点

の候補となる地域に暮らす人々の実態や社会資源の

調査を行うなどして、地域の実情を把握しておくこと

が重要です（P50 参照）。その上で、地域に暮らす人々、

現存する地域の多様な社会資源、組織・団体に、開設

に向けての協力をお願いするなどの事前準備を行う必

要があります。ここでは高島平地区での活動を踏まえ

て、地域の拠点を開設するまでの事前準備と実際の活

動について紹介します。

地域の拠点をつくる
─居場所としての機能

1.開設理念の共有
2.場所

3.予算

01 パンフレット地域の拠点の開設理念、果たすべき役

割、拠点で行うプログラムの内容、利用

料、開室日、開室時間などを検討します。

開設理念や役割を明確にすると、その後

の運営がしやすくなります。高島平に開

設した地域拠点では、「認知症の有無に

関わらず、障害の有無に関わらず、みん

なが居心地よく、だれでも自由に」過ご

せる居場所となることを開設理念とし

て、「認知症があっても、障害があって

も希望をもって暮らせるまちを目指し

て、みなさんと一緒に、安心や楽しさが

集まる場所に育てて行きたい」というメ

ッセージを記したパンフレットを作成

しました 01 。また、地域拠点の名称は

「高島平ココからステーション」としま

した。「ココから」の「ココ」には「こころ

（心）」と「Co-Co（共に、協力して）」、「か

ら」には「からだ（体）」と「この場所 “ か

ら ” 一緒に出発する」という意味が込め

られています。みんなが集える「ステー

ション」であり、みんなが「くつろぐ」こ

とができる家であることを示すロゴマー

クも作成しました 02 。

高島平ココからステーションは、常設で、アクセス

が良く、わかりやすく、身体機能の障害や認知機能の

障害があっても通いやすい場所に開設しました。近隣

には、“ コミュニティースペース ” と呼ばれる居場所

づくりに関する他の活動拠点があり、高島平ココから

ステーションの開設理念を伝えて、協力をお願いして

います。

立地に関しては、集合住宅の 1 階で、通りからも見

える場所にあり、誰でも気軽に立ち寄ることができま

す。認知症のために開室日を覚えることができなくて

も、「今日がオープンしているかどうか」は、すぐにの

ぞいて確認することができます。2 階以上の場合には、

エレベーターの有無や案内板を出せるかどうかなどを

確認するとよいでしょう。

部屋には、6 人掛けのテーブルが 2 つ、ソファ、認

知症関連の書籍を置いた本棚、相談室、事務スペース

などがあり、20 名くらいが同時に過ごせるような広

さです。ゆったりとくつろげるカフェ・スペースを確

保することによって、来訪者同士の交流や仲間作りが

自然に促されます。プライバシーを護れる個室も用意

して、個別的な相談にも対応できるようにしています
03 。

部屋の環境は、完全なバリアフリーではありません

が、トイレや玄関の出入り口は、車いすでも出入りが

できるようにスロープをつけ、手すりを設置していま

す。段差がある場所などには注意書きをしたり、利用

時に声をかけたりして、転倒等の事故が起こらないよ

うに配慮しています。

地域拠点の予算には、主に部屋の賃料や水道光熱費、

電話やインターネット等の通信費などの固定経費と、

人件費や来訪者に提供する飲料代や茶菓子代、講座や

講演などを依頼する場合の謝金等の運営費があります。

区市町村が東京都の認知症地域支援推進事業を活用し

て地域の拠点をつくり事業を実施する場合は、事業費

をこれにあてることができます。また、地域に暮らす

人々や、多様な組織・団体、民間企業などの協力を得

ることによって、経費を節減する工夫も重要です。

地
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06 玄関口に配置した資料

08 利用にあたっての説明文

05 オープン予定表

スタッフの確保は、地域拠点運営の最も大切なポイ

ントです。高島平ココからステーションのスタッフに

は、専門職も非専門職も含まれています。

専門職の中には、すでに定年されているシニア世代

のベテランの保健師、看護師、精神保健福祉士、理学

療法士がおり、スタッフの中心的な役割を果してくれ

ています。また、現役の精神科医、認知症サポート医、

歯科医師、心理専門職、大学院生等もおり、男女問わ

ず 20 代から 60 代の様々なメンバーが参加していま

す。

スタッフは、定例的に開催されるサポートワーカー

研修（P34 参照）を受講しており、認知症についての

深い理解をもつとともに、人権についての高い意識を

もち、合理的配慮のある居場所をつくりだすことに努

めています。具体的には、以下にあげるような姿勢や

態度を共有し、個別的な支援が必要な場合に多職種協

働会議を開いて情報を共有し、一貫した支援が行える

ように心がけています。

07 用意した飲みもの

4.スタッフ

5.開室日と開室時間

6.カフェ・スペースの利用

関や地域包括支援センターなどにも配置していただき、

広く周知できるようにしています。

開室時間は午前 11 時～午後４時ですが、開室前後

に掃除やお茶の用意などの準備と片付けの時間を 1

時間程度とっています。午前中は比較的静かで、相談

での来訪が多く、午後になると地域の皆さんが集まり、

談笑し、カードゲームや工作、囲碁などをして、自由

に楽しく過ごしている光景がみられます。

開室日は、理想をいえば毎日開室できれば良いので

すが、現実的には高島平ココからステーションでも、

スタッフの確保などの点から週に 3 日～ 4 日の開室で、

曜日を決めています。また、高齢者を介護する家族や

仕事のある方なども立ち寄れるように休日も開室でき

るようにしています。高島平ココからステーションの

パンフレットとオープン予定表 05 を玄関口に配置し、

自由に持って行けるようにしてあります 06 。行政機

・開室時間内であれば誰でも、何度でも、何時間

でも過ごすことができる。

・時間を間違えて開室時間より前にいらした場合

でも、可能な限り対応する。

・開室日を忘れているような場合には電話や訪問

をして声かけを行うようにする。

・来訪者をお客様扱いせず、温かく、対等で、自

由な立場で接するように心がける。

・初回に高島平ココからステーションのことを説

明し、時間は自由、コヒーやお茶も自分で自由

にいれ、自由に過ごしていただくようにする。

・座席は来訪者同士で相談し、譲り合ってもらう

ことを伝える。

・歓談中にスタッフは関わりすぎず、自由な雰囲

気で過ごすことができるようにする。

・認知症や障害を持つ方への差別や偏見が垣間見

られるときには、スタッフが自然な態度で合理

的な配慮をする。

・必要に応じて、認知症や障害を持つ本人の思い

を尋ねたり、考えたりして、助け合いができる

ようにする。

・来訪者の希望を尊重し、高島平ココからステー

ションでできること（講座企画、個人の作品展

示、勉強会の開催など）は実現に向けて検討す

る。

個別の相談は、予約なしで当日受け付けていますが、

混雑している場合には 1 時間程度待っていただくこ

とがあります。

2017 年度は、開室日が月平均で 11.6 日（1 年間

で 144 日）、イベントを除くと 1 日の平均来訪者数は

11.6 名でした。開室直後の来訪者数は月平均 7.4 名

でしたが、約 1 年後には月平均 14.3 名に倍増してい

ます。誰でもが足を運びやすいテーマの講座や囲碁や

吹き矢、絵本の読み聞かせなどの住民提案型のイベン

ト企画によって、住民への周知度が上がったことが来

訪者増の要因かもしれません。しかし、認知症の本人

が「ゆっくり」と「くつろげる」場所を確保するために

は、あまりイベントは多くなりすぎないように注意し

た方がよいでしょう。高島平ココからステーションで

は、イベントは月に 1 ～ 2 回程度に留めています。

高島平ココからステーションでは、誰でもが居心地

良く感じ、認知症をもつ本人も安心して足を運べる居

場所となるように、ゆとりのあるカフェ・スペースを

設けています。

カフェ・スペースでのお茶代等は無料です 07 。「誰

もが気持ちよく過ごせるように、他の人を尊重しまし

ょう」08 というメッセージが書かれた額を、いつでも

見える場所に掲示しています。初めていらした方には

パンフレットと一緒に高島平ココからステーションの

ことを説明します。また、来訪者数の把握のために年

代と性別、居住の丁名などの簡単な記録簿の記入をお

願いしています。気軽な場所として過ごせるように、

名前や連絡先の登録は行っていません。認知症やその

他の事情で個別の相談や支援が必要な場合には、本人

や家族の同意を得て名前や住所、連絡先を把握します。
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さまざまな相談に応需する
─相談に応需できる機能

療センター、区役所の保健福祉担当課、地域の医師会

や医療機関等と密接な連携体制が確立されており、認

知症初期集中支援チームのチーム員である認知症サポ

ート医も運営に協力していただいています。そのよう

なことから、認知症の本人を含め、地域で暮らす多様

な人々の多様な相談に応需することができます。ここ

では、毎週 1 回月曜日の医師の相談「ドクターマンデ

ー」について紹介します。

地域の拠点において、さまざまな相談に応需できる

機能をもつことは、生活支援のネットワークをつく

りだす上で極めて重要です。「地域の拠点をつくる」

（P16 参照）で述べたように、高島平ココからステーシ

ョンのスタッフには、第一線で活躍されてきた保健師、

看護師、精神保健福祉士、理学療法士などのシニアの

専門職や、現役の医師、看護師、心理専門職などが含

まれています。また、地域包括支援センターや在宅医

1.ドクターマンデー事始め

3.医療周辺相談とは

2.医療相談を始めて分かったこと

にのります 01 。はじめに、検査や処方ができないこと

を伝えます。名前や年齢（年代でもよい）は聞きますが、

言いたくない人は言わなくてもよいのです。また相談

に応じるにあたり、特定の病院やクリニックの名前を

出さないように注意しました。

にきた方が「自分はどうしても倒れるわけにはいかな

い」とおっしゃり、詳しく聞くと「実は 50 代の息子が

何十年も部屋から出ないで生活している」という場合

です。多くの場合はすでに相談機関や親の会などにも

相談済であり、「私が世話をしすぎるからいけないっ

て言われるのです、分かってはいるのですが…」とア

セスメントまでもが済んでいます。このような場合は

傾聴して、いつでも来てくださいと伝えます。

5 つ目は支援者の支援です。近所の認知症の人の世

話をしているうちに疲れ果ててしまった方の相談など

が当てはまります。あるいは「認知症を治そうと思っ

ていろいろと訓練をさせているがよくならない」とい

うような場合もあります。愛情は否定せずに、しかし

「治る」ものではないことをしっかりと伝え、支援の仕

方を少し変えてもらいます。

6 つ目は認知症に関する相談です。これは医学的な

知識を求める相談に入るのではと思われるかもしれま

せんが、少し異なります。「アルツハイマー型認知症は

アミロイドがたまることでなるのか」とか「レビー小

体型認知症の覚醒レベルの変動とはどういうことか」

といった相談はありませんでした。むしろ「受診して

認知症と診断されたら、勝手に人が家に入ってきて介

護されるのか」といったものがありました。

きたし、そろそろ近場に移りたい。こんなことをいう

と医師は気を悪くしないだろうか？」というパターン

です。近年医療連携が進み、それが一般的であること

を伝えると安心されます。逆に「長年大病院に通院し

ってくれない」などの、医療とは全く関係のない相談

です。このような相談は想定外でしたが、医師には守

秘義務がありますから安全だと思われるのかもしれま

せんし、いろいろな患者さんの話を聞いているからき

っと世の中のこともよく知っているだろうと思われる

のかもしれません。高い評価を頂き恐縮するとともに、

信頼できる相談先がない人が医療に期待することもあ

るのだと感じました。

高島平ココからステーションを常設の地域の拠点と

して開設するにあたり、毎週月曜日には医師がいるこ

とをオープン予定表に記載しました。ただし、医師は

白衣を着ておらず、自ら医師だと強くアピールはして

いません。医療に関する相談があるのですが、と言わ

れたときに「私が医師です」と出てきて、個室で相談

て、○○部長や、○○教授にも診てもらったのに、最

近は 1 年ごとに医師が変わり、すぐに地域に逆紹介す

ると言われるのはどうしてか？」というパターンもあ

ります。大病院は急性期医療に特化しつつあり、安定

した慢性疾患であれば、逆紹介は一般的であることを

伝えます。とはいえ「自分は長年通院してきたのだか

ら、今後も通院することができるはずだ」とムッとさ

れ、考えを変えない方もいます。

2 つ目は不安に関わるものです。「夜中にドキドキ

すると心臓が止まるのではないかと心配だ」といった

ものです。多くの場合は、すでにいくつかの医療機関

を受診しており、長時間型心電図などでも精査されて

いる場合が多く、医療機関に受診すると「不定愁訴」

と見なされるケースも散見されます。

3 つ目は猜疑心に関わるものです。「検査して何と

もないと言われたが、だまされているのではないか」

といったものです。あるいは「腰痛（あるいは尿漏れ）

がよくならない。テレビでは治ると言っていた。おか

しい」という相談もあります。不安や猜疑心は、まず

は本人の主観的な感覚は否定せずに傾聴すると「医者

が話を聞いてくれて安心した」と満足してもらえるこ

とが多い印象です。

4 つ目は困難事例です。例えば、身体のことで相談

この相談が一番神経を使うものでした。記録を振り

返り、いくつかの類型に分けてみました。

1 つ目は受療の作法（リテラシー）についてです。例

えば「長年大病院に通院しているが、足も悪くなって

相談内容は多岐にわたりますが、大きく分けて 3 つ

ありました。1 つ目は医学的な知識を求める相談です。

これは「○○と診断されて検査結果をもらったがどこ

を見ればよいのか」といった相談です。われわれは当

初このような相談が大多数であろうと思っていまし

たが実際は異なりました。2 つ目は医療周辺相談です。

病院のかかり方や、医療者との関係に関する悩み事で

す。3 つ目は、例えば「部屋を貸しているが家賃を払
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した困りごとが生じた場合〈Ⅲ〉、困りごとが外側から

は見えにくく周囲の人は気付きにくいものです。しか

し、例えば地域の拠点で援助希求が苦手な方も混じっ

て日常の何気ない会話がなされることで、困りごとの

端っこがふと出てくることがあるかもしれません。日

常の交流が続くことで、ちょっと背中を押してくれる

地域の人、身近に感じられるような知人ができ、「それ

くらいなら相談に乗れるよ」とか「それならあの人な

ら手伝ってくれるかも」という援助をし合える関係が

生まれる可能性があります。一方、援助希求が苦手な

人にそれなりに深刻な事態が生じた場合〈Ⅳ〉は複雑

です。しばしば聞く話は、本人が援助を受けることを

拒否しているが、周囲の人から見ると放っておくと大

変なことになる予想ができる、という状況です。この

ような状況に至る過程では、おそらく見えない事態が

おきています〈Ⅲ⇒Ⅳ〉。そこで、事態の深刻さが増す

手前の段階で地域の拠点で相談に応需することができ

れば、対処が難しいような複雑な事態になることは防

げるのではないかと思います。相談をきっかけとして、

地域の拠点で仲間を作り、他人から助けられることを

受け入れることで、援助希求の力をつけていくかもし

れません。

いうまでもなく地域の高齢者の方の困りごとは様々

であり、医療がすべてを解決することなど不可能です。

しかし、多くの場合高齢者の困りごとには医療問題も

関わります。人に助けをもとめることが苦手でも、医

療にまつわる相談として顕在化することができればよ

いのではないか？そこから支援がはじまるのではない

か？と思います。ただし、そのためには地域の様々な

支援が協働する構造ができていなければなりません。

01 相談の応需がもたらす効果

援助希求が上手

深刻ではない 深刻な事態

援助希求が苦手

強い介入

自助・互助

見えない
対処が

難しいような
複雑な事態

共助・公助

〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉

〈Ⅲ〉 〈Ⅳ〉

他人に助けを求めることを「援助希求」と言いま

す。例えば「不安」や「猜疑心」が背景に関わる相談で

は、「腰が痛くて困っていらっしゃるということです

が、多くの方がそうですよ。困りごとを皆さんに打ち

明けて語り合ってみてはいかがですか？」と回答する

ことが多いです。ところが、相談者のなかには「いいえ、

私は他の人に弱みを見せたくありません」とそそくさ

と帰ってしまい、他人に助けを求めることができない

人がいます。

そこで、相談に応需することの意味について、現時

点での考え方を図に表しました 01 。縦軸は「援助希

求」の力、横軸は事態の深刻さを示しています。

縦軸の上方に位置する「援助希求」が上手な人は、

自分で困りごとの解消の道筋を見つける可能性が高い

です。援助希求が上手な人に深刻でないちょっとした

困りごとが生じた場合〈Ⅱ〉は、自分で解決しようと

したり（自助）、仲間に相談することで解決する（互助）

でしょう。また、援助希求が上手な人に深刻な事態が

生じた場合〈Ⅰ〉、介護保険を使ったり（共助）、公的機

関に相談する（公助）でしょう。

一方、縦軸の下方に位置する「援助希求」が苦手な

人の場合、困りごとへの対応は注意深さが必要かもし

れません。援助希求が苦手な人に深刻でないちょっと

4.相談に応需することのもたらす効果

5.地域の困りごとは様々だが、きっかけとしての医療はありかもしれない
はじめに「医療と関係ない相談」があると記載しま

した。相談者も、医者に相談してもあまり解決の足し

にはならないことは分かっているはずです。それでも

相談しに来所したということは、地域で信頼できる相

談先がないのだということを示しています。私たちの

社会が、認知症になっても、障害があっても安心して

暮らせる社会になるためには、まだまだ改良の余地は

ありそうです。
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01「かかりつけ医との上手な付き合い方」住民向け講座のチラシ

02「お口の中の基本のき」住民向け講座のチラシ 03 住民向け講座（介護予防体操）の様子

04 住民向け講座（ミニコンサート）の様子

共に学び、共に活動し、
共に楽しむ
─差別や偏見を解消し、社会参加を促進する機能

2.主体的に学び、活動し、楽しめる場

楽しむことは、そのような社会環境を創り出す上でと

ても重要な意味をもっています。ここでは、高島平コ

コからステーションでの具体的な取り組み例を紹介し

ながら、共に学び、共に活動し、共に楽しむ場をつく

ることの意義を考えたいと思います。

認知症とともに暮らせる社会をつくるには、認知症

に対する差別や偏見のない、すべての人々が社会に参

加し、相互に助け合うことができる社会環境を創り出

す必要があります。認知症の有無に関わらず、障害の

有無に関わらず、人々が共に学び、共に活動し、共に

1.共に学び、共に活動し、共に楽しむ住民向け講座
実際に様々な講座を開催してみてわかったことは、

落語や音楽、美術などの芸能・芸術をテーマにした講

座に興味・関心を持つ住民が非常に多いということで

す 03 04 。一見、これらのテーマは認知症とは関係が

薄いように思えるかもしれません。しかし、考えてみ

れば、芸能や芸術には、一緒に笑ったり、一緒に歌っ

高島平ココからステーションでは、2017 年 5 月に

プレオープンイベント「ココから週間」として、住民

向けに 5 日間の講座を開催しました。このイベントは、

地域の方々に高島平ココからステーションの存在や役

割を知ってもらう最初の機会となりました。5 日間で

延べ 465 名の方々が参加されました。講座の内容は、

精神科医による「認知症とともに暮らす」、歯科医師に

よる「いつまでも美味しく食べて健口生活」、終末期ケ

ア研究者による「人生最期に向けてどう生きるかを考

えてみよう」、僧侶・宗教学者による「幸せな年のとり

方」など多岐にわたりました。講座終了後のアンケー

トでは、「楽しかった（55.0％）」、「ためになった（52.4

％）」、「また来てみたい（31.1％）」などの感想があり

ました。「医師の話が聞けて非常に良かった」「認知症

の説明がわかりやすかった」「幸せをどう感じ生をま

っとうするかを思い知らされ、これからの支えにして

行きたい」「これからもこのようなイベントを続けて

ほしい」などのコメントも寄せられました。

その後も高島平ココからステーションでは、月に 1

回、1 時間程度の住民向け講座「ココからミニ講座」を

開催しています。専門家による健康に関する講座のほ

か、室内楽コンサート、落語会、医師による「かかりつ

け医との上手な付き合い方」01 、歯科医師による「お

口の中の基本のき」02 など、認知症と密接にかかわる

テーマを地域の専門家から学べる講座になるように工

夫しました。

たり、一緒に作品を鑑賞したりして、認知症や障害の

有無に関係なく一緒に体験や感動を共有できるという

要素があります。また、最初は認知症にはあまり興味

がなかったけれども、落語会や音楽の講座に参加した

ことがきっかけで、高島平ココからステーションの存

在を知り、通うようになったという住民も少なくあり

ません。講座を企画する立場の私たちは、つい認知症

について学べる内容を押しつけがちですが、むしろ、

芸能や芸術を活用した体験型の講座の方が、住民同士

の理解や共感が生まれやすいのかもしれません。

高島平ココからステーションでは、お茶やコーヒー

を飲みながら、来訪者同士でおしゃべりをしたり、ひ

とりで読書をしたり音楽を聴いたりして自由に過ごす

ことができます。また、同じ興味をもった人同士が思

い思いに集まって、カードゲーム、すごろく 05 、かる

た 06 、囲碁、将棋、麻雀、折り紙、吹き矢、英会話の勉

強会などをして過ごしています。こっちの方では、６

名ほどが大きな模造紙にオリジナルのすごろくを作っ

て遊んでいたり、向こうの方では、折り紙の得意な人

が先生役をして色彩豊かな繊細なデザインの箱の作り

方を２～３名の人に教えながら一緒に作ったりしてい

05 すごろく作りの様子　
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06 手作りかるたを楽しむ様子 07 交流を楽しむ様子

08 Dementia Friendly Library

ある日の高島平ココからステーション

立春を間近にした昼下がりの “ 高島平ココから
ステーション ” では、連日、春の居心地を求めて
やってきた方でにぎわっていました。人の集まり
が多くなっていた中、日ごろの悩みが膨らんで来
所した、ひろさん、のぶさん、あきさんに、常連さ
んたちが、「こんにちは…元気？」と、あいさつや
ことばを交わしながら、本人それぞれの状況に気
づき、仲間同士で対応している場面が多々ありま
した。

ひろさんの不安や訴えはいつも通りでした
が、たけさん、ちよさん、ふみさんが聞き役とな
り、「いろんなことがあるわね～そんなときは “ コ
コステ ” に来よう、話そう」「ひとり暮らしの不安
はあなただけではない、私たちも夜は不安、だか
らここにきておしゃべりするとほっとする」など、
みんなの本音、話題を共有する場面がありました。
ひろさんの一日の揺れ動く不安の中からは、ほん
の一時的なことかもしれませんが、翌日にランチ
を共にする約束をし、その当日、ちよさんやけい
さんの持ち寄ったおにぎりなどを一緒に食べる、
笑顔でおしゃべりが弾む場面もありました。

体調の変化が気がかりな、のぶさんの来所には、
ゆきさんが気づき、混み合っている中、座る場所
を案内したり、興味がありそうな囲碁の相手をし
たり、いろいろ気遣いをしていました。その状況
を、「ゆきさんは、いつもは気むずかしいけど、の
ぶさんのことを気にかけてよく動いているのよね
～」などと常連さんたちがしっかり見て、話題に
していました。

あきさんは、足が痛そうに本日 2 度目となる午
後の再訪時、「どこ痛いの？ここに座って休んで

なさいよ」など、常連さんたちに言われて席を空
けてもらったりして、落ち着きを感じたのか、混
み合っているとさっさと家に戻ってしまうことが
多いのですが、静かにコーヒーを飲んでいる場面
もありました。

それぞれ一瞬一コマかもしれませんが、地域の
方が “ 高島平ココからステーション ” に足を運ぶ
中で、互いの状況を察知しながら、寄り添い、い
たわりあう場面が増えてきました。

数日後の陽だまりのソファ席からは、「巣鴨の
とげぬき地蔵いいわね～」という声が聞こえてき
ました。友の最期を見送ったというてつさんの話
に、寄り添って聴いていたたけさんが、「一緒にお
参りにいこう。新たな一年をはじめよう」と、即
計画！！で話が弾んでいました。そのお隣さんは
お昼寝うとうと、そのまたお隣席のまつさんは、
耳を傾け、「私も行きたい」と手をあげていました。
顔見知りになった常連さん同士が、たまたま話題
を共有し実行したぶらり旅のひとコマを、“ 高島
平ココからステーション ” の陽だまりの中で、み
んなで聴いて、語り合い、ともに楽しもう。

ちょっと前には、家々の軒先に見られた“縁側”
のように、立ち寄り、声をかけあい、おしゃべり
をする。そこへ “ おまわりさん ” や “ ゆうびんや
さん ” が巡回し、あいさつを交わし、見守ってい
るような時代に育った人たちが、“ 高島平ココか
らステーション ” の中にある、新たな縁側＝居場
所というつながりに気づき、備え、共に !! 地域で
明日を歩んでいくのです。高島平ココからステー
ションでは、今日も一歩ずつ、ここからご縁と健
康をつなぐ “ 縁側 ” づくりがはじまっています。

3.認知症とともに生きることを学ぶ場
ホッとできることも見つかった」と話されたこともあ

ります。

このような体験を通して、徐々に認知症のことや認

知症とともに生きるということを学んだ人々が増えて

いくことによって、地域の拠点が認知症の人やその家

族にとって居心地の良い場所になっていくのだと思い

ます。このような変化は、一朝一夕に起こるものでは

ありません。認知症の本人との交流を通して、認知症

とともに生きることを理解していくのだと思います。

高島平ココからステーションの来訪者の中には認知

症の方や精神疾患を抱えた方もいらっしゃいますが、

誰も排除されることなく楽しんでいらっしゃいます。

しかし、高島平ココからステーションが開設した当初

は、認知症の方がおしゃべりの輪の中に入ってきたり、

間違えて人のお菓子を取ったりすると怪訝な顔をする

方もいらっしゃいました。このような時には、スタッ

フが配慮のある行動をすることが大切です。そのよう

なスタッフの振る舞いによって人々の気付きが促され、

合理的配慮のある空間が生み出されます。

また、高島平ココからステーションには「Dementia 

Friendly Library」を目指した書棚を置いています。

認知症の症状や認知症の方へのかかわり方をわかりや

すく書いてある書籍や認知症の方ご本人が書いたエッ

セーや体験談に関する書籍を中心に選んで置き、だれ

でも自由に閲覧できるようにしています 08 。書棚を

置いて本を並べてあっても、当初はこのような書籍に

関心を示す方はほとんどいませんでしたが、最近は手

に取って読む人が増えてきました。実際に認知症のご

本人がある一冊を手に取って、「この本を読んで確か

に私の認知症という診断はそうなんだなあと思ったし、

ます 07 。このような趣味や遊びの場は、スタッフの提

案ではなく、あくまでも来訪者自らが発案したり、自

然発生的であるという点が重要です。遊び方について

もスタッフが指示をするようなことはなく、来訪者同

士で配慮し合いながら、暗黙のルールで楽しんでいら

っしゃるようです。来訪者の意思を尊重して好きなこ

とをして、過ごし方を自分で決めてもらうことによっ

て、住民が主体的に学び楽しめる場ができていくので

はないかと思います。そして、それがやがて、住民に

とって居心地の良い場所になっていくのではないでし

ょうか。
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01 板橋に、こんなにあった！コミュニティスペース

02 高島平ココからステーションのFacebookのページ

連携・協働を推進する
─連携を推進する機能

連携とは、単なる専門職同士の連携だけではなく、認

知症の当事者を含め、そのような目標をもって協働

することができる人々、組織、団体という裾野の広い

連携をイメージしています。そこでは、高齢者だけで

はなく、たとえば育児、教育、貧困、防犯、防災、金融、

経済、法律、都市計画といったさまざまな分野との連

携も含まれます。

体の代表で構成される連絡会）、地域包括支援センタ

ー連絡会、地区医師会認知症委員会、民生委員・児童

福祉委員連絡会、連合町内会、コミュニティスペース

連絡会等の会合に出席したり、地域の中核的医療機関

を訪問したりしながら、事業概要を説明し、協力を求

めるとともに、必要に応じて事業の進捗状況を報告し

ています。

「認知症とともに暮らせる社会」とはどのような地

域社会なのでしょうか。想像するに、その地域に暮ら

す人々が、認知症の人の人権を尊重することの大切さ

を認識し、合理的配慮のある社会環境を創り出そうと

している地域社会なのではないかと思います。

そのためには、人々が「認知症とともに暮らせる社

会」を創るという目標を共有し、目標に向かって協働

してアクションを起こす必要があります。ここでいう

地域の拠点を開設してまず行うことは、自分たちが

どのような目的で事業を行ない、どのような資源を地

域に提供できるのかを積極的に発信し、地域の皆さん

に知ってもらうことです。高島平ココからステーショ

ンでは、以下のような取り組みを行いました。

・公的機関および関連組織・団体への情報発信

認知症支援連絡会（区内の認知症支援に関わる諸団

1.情報発信

・地域情報に関するパンフレットに拠点の情報を掲載

①高島平べんり帳

　高島平新聞社が毎年 1 回発行する地域資源をま

とめた小冊子「高島平べんり帳」に掲載を依頼

しました。この高島平べんり帳は、公的機関や

医療機関だけでなく、商店やサロンまで広く網

羅しており、住民にもよく活用されています。

②板橋に、こんなにあった！コミュニティスペース

　いたばしコミュニティスペース連絡会に加盟し、

会が発行する冊子に拠点を掲載してもらいまし

た。この冊子は区内のコミュニティスペースの

場所、活動内容や利用方法等がまとめられてい

ます 01 。

③ようこそ！いたばし認知症カフェ

　板橋区おとしより保健福祉センター認知症施策

推進係が発行するリーフレットで、区内全域の

認知症カフェの開催日時と連絡先が地図上に示

されています。毎年更新され、区内の福祉・介

護施設や地域包括支援センターなどで配布され

ています。

④認知症ケアパス

　板橋区の認知症施策において作成されるケアパ

ス（全区版、地域版）の認知症カフェの一つと

して掲載されています。

⑤高島平シニアガイド

　生活支援コーディネーター高島平二層協議体が

発行したパンフレットで、高島平地域にある高

齢者向けサービスの情報が掲載されています。

構成員が足を運んで小さなサロンまで取材し網

羅した力作です。高島平と近隣地区に全戸配布

されました。

・Facebook を使った Web サイトの運営

インターネットで検索して情報を得ることが普通に

なっている若い世代、利用者の子ども世代や支援者を

視野に入れ、Facebook の「ページ」機能を使って、高

島平ココからステーションのサイトを作成しました 02 。

ここには、住所、連絡先、事業の紹介とともに、毎月の

予定表とイベントの情報を定期的に掲載しています。

・マスメディアへの取材協力

①高島平新聞は、高島平団地が完成した 1972 年

から発行されている地域密着型の新聞で、高

島平とその周辺地域 22,500 部を発行しており、

住民の情報源となっているメディアです。高島

平ココからステーションの取り組み、イベント

の告知や利用者のエピソードについての記事が

掲載されました。

②その他、NHK の Web サイト、文化放送、読売

新聞などへの取材協力を行いました。
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・専門性の提供

①講師の派遣

　近隣の認知症カフェで開催される講話で、高島

平ココからステーションのスタッフが認知症や

介護、健康に関するテーマの講演を行いました。

②イベントへの出展

　高島平健康福祉センターが主宰するイベント

「おたっしゃ広場」で「認知症チェックコーナー」

を出展し、認知症啓発パンフレットの配布や認

知症相談コーナーを開きました。

05 高島平助け合い・支えあいの地域づくり会議の様子

06 RUN伴inいたばしチラシ

2.地域のネットワーク会議や勉強会への参加による関係づくりの推進 3.地域づくりの協働
地域で活動する方々が集まるさまざまな会議や勉強

会に積極的に出席し、地域の生の声を聴き、「認知症

とともに暮らせる社会」の視点をもって発言するよう

にしています。会に継続して参加することで、地域の

方々に顔や人となり、得意分野なども知ってもらえま

す。顔の見える関係が築かれることで声をかけやすく

なり、今後の協働につながる可能性が高まります。

・高島平団地包括ケア推進懇談会

高島平地域包括支援センター（高島平おとしより相

談センター）が主催する、住民参加のもとで地域包括

ケアシステムの実現に向けた検討を行う懇談会です。

3 か月に 1 回の頻度で開催されています。

・高島平助け合い・支えあいの地域づくり会議

　（生活支援コーディネーター第二層協議体）

板橋区と板橋区社会福祉協議会が主催する会議体で、

住民や地域の様々な組織が参画し、地域の支えあい体

制を推進しています。前進の勉強会から出席し、今は

協力員の立場で参加しています。「高島平シニアガイ

ド」はこの会議から生まれた成果です 05 。

・高島平たすけあい事業所ネットワーク会議

高島平地区で日常生活支援の活動を行う町会、NPO、

ボランティア団体、株式会社、居宅介護支援事業所な

どが集まり、高島平の現状と課題、他地域の取り組み

などについて情報交換を行っています。高島平ココか

らステーションは、認知症に関するケースについて専

門的見地からの助言や会場の提供を行っています。

・その他の会議

①要支援高齢者の尊厳の実現に向けたネットワー

ク会議

　NPO 法人みんなのたすけあいセンターが開催

するシンポジウムで高島平ココからステーショ

ンの代表者が講演を行う機会がありました。こ

の講演が契機となり、認知症とともに生きる人

の人権という観点から意見交換を行う「要支援

高齢者の尊厳の実現に向けたネットワーク会

議」が始まり、現在も継続しています。

② UR 高島平団地の将来を描く意見交換会

　高島平団地イノベーション会議（UR 都市機構

と板橋区、有識者からなる協議体）が主催する

高島平団地の将来像を描くためのワークショッ

プに参加し、「認知症とともに暮らせるまちづ

くり」の視点から意見を述べました。また、こ

の会の出席が契機となり、アーバンデザインセ

ンター高島平（UDCTak）のプロジェクト「ジ

ョグ＆パトロール」に協力しました。

情報発信を行い、関係づくりを進めていくうちに、

地域に様々なテーマのプロジェクトが走っているこ

とが見えてきました。その中で、地域の拠点の位置づ

けや役割が可視化され、自分たちの得意とする分野の

ノウハウや資源を提供しながら、協働して地域づくり

に参加できるようになりました。また、認知症に関す

る最新の情報や人権ベースのアプローチなど、こちら

からも学びの機会を提供し、「認知症とともに暮らせ

る社会」について理念の共有を図ることができました。

高島平ココからステーションでは、地域で開催される

認知症に関するさまざまなイベントに協力し、視察・

見学を受け入れ、研修会を協働で開催するなど地域づ

くりの協働を促進させています。

・場の提供

アーバンデザインセンター高島平が主催する防犯プ

ロジェクト「ジョグ＆ウォークパトロール高島平」に

協力し、防犯活動の際に身につけるビブスやバンダナ

の配布とアンケートの実施・回収を行いました。

・人員の提供

①認知症サポーター養成講座への協力

　地域包括支援センターが近隣の中学校で行った

認知症サポーター養成講座にスタッフとして参

加しました。

②認知症啓発イベントへの参加

　NPO 認知症フレンドシップクラブが主宰する

「RUN 伴 in いたばし」の運営委員会の委員とな

り、広報活動や施設の提供、当日のイベント運

営を行いました 06 。
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08 本人ミーティングの風景

でポンテのメンバーに講演を依頼し、体験を話しても

らいました。また、高島平地域で開催される本人の会

のイベントに、認知症の先輩としてファシリテーター

をお願いしています。

・本人ミーティングの開催

本人ミーティングとは、認知症の本人が主体的に出

会い、思いを語り、意見を述べ、地域づくりや政策の

立案に参加することを目的とする会です。高島平ココ

からステーションでは、高島平地区および近隣に住む、

認知症と診断された、またはもの忘れなどが心配な方

を対象に本人ミーティングを開催しています。自分自

身のこれまでの体験、現在の心配、これからの希望に

ついて語る会として参加者を増やしつつ開催していま

す 07 08 。

07 本人ミーティングチラシ・学びの機会の提供

①視察や実習、研究活動への協力

　研究機関や行政関係者の視察を受け入れるとと

もに、看護師など医療・福祉系専門職を養成す

る専門学校など教育機関の実習への協力を行っ

ています。

②認知症フレンドリー社会についての研修の機会

の提供

　「認知症」と「人権」にフォーカスをあてた研修

会を開催し、地域でつながった方々や組織に参

加を呼び掛けています。認知症支援に関する情

報を提供し、地域の関係者と理念を共有するよ

い機会となっています。

認知症のことをよく知っているのは認知症とともに

生きる本人です。「認知症とともに暮らせる社会」に向

けた地域づくりを、認知症の本人を抜きで進めること

はできません。地域に暮らす認知症の当事者と協働し

て地域づくりを進めることを可能にするための基盤を

整備する必要があります。高島平ココからステーショ

ンでは、若年性認知症当事者の会と協働して、高島平

地区及び近隣に住む認知症の本人が集う会を立ち上げ

ました。

・認知症の当事者への講演依頼

若年性認知症の会ポンテは、板橋区内の若年性認知

症の当事者と家族が集う会です。参加する認知症の本

人は区内外を問わず、認知症や街づくりのイベントに

積極的に参加しているのが特徴です。高島平ココから

ステーションでは、サポートワーカー研修（P34 参照）

4.認知症の当事者との協働
連
携
・
協
働
を
推
進
す
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連
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「人権」に高い意識をもつ生活支援の担い手を育成

生活支援の担い手をつくる
─人材を育成する機能

地域社会の中で、その人がその人らしく、その人の

人生を主体的に生きていくために必要とされる社会

支援（尊厳ある自立生活を営むための支援）を、広い

意味で「生活支援」または「日常生活支援」と呼びます。

尊厳ある自立生活を営むことは、人が生まれながらに

して持つ「権利」にほかなりません。しかし、認知症や

障害があり、家族からの支援が得られにくく、社会の

中で孤立した状況にあれば、必要な情報やサービスに

アクセスできず、尊厳ある自立生活の継続が阻まれて

しまいます。それは単にニーズが充足されていないと

いうことではなく、「権利」が侵害された状況または構

造と見なさなければなりません。

権利が侵害されている状況・構造を変化させていこ

うとするアプローチを「権利ベースのアプローチ」ま

たは「人権ベースのアプローチ」と呼びます。高島平

ココからステーションでは、「認知症」を深く理解し、

01 サポートワーカー研修の様子

「人権」について高い意識をもつ生活支援の担い手を

育成することを目標に、サポートワーカー研修と名付

けた研修会を開催しています 01 。

1. 参加者に声をかける
サポートワーカー研修では、生活支援の提供に関わ

る地域の人々に幅広く声をかけています。声かけする

には、地域にどのような人がいるのか、どのような活

動があるのかを知るところからはじめる必要があるか

もしれません。丁寧な情報収集が必要になるでしょう。

具体的には、区の担当課や地域包括支援センターの

職員の他、「Ⅱ -4. 連携と協働を推進する」活動の中で

つながりができた認知症カフェやコミュニティカフェ

の関係者、民生委員、町内会や自治会、介護保険事業

関係者、医療関係者、認知症サポーター、NPO 法人や

ボランティア組織、企業やサービス付き高齢者向け住

宅の関係者、そして認知症の当事者に声をかけていま

す。あまり大きくなりすぎず、交流しやすい人数にな

るよう心がけています。2018 年度末の時点では、40

～ 50 名程度が参加する研修会になっています。

私たちが声をかけた人が、さらに興味のありそうな

人に声をかけて輪が広がることもあります。また、研

修に参加した人が内容を理解し、自分たちが運営する

集まりで他の人に伝え、研修の内容が地域に波及する

ことも期待しています。

2. 研修のテーマ
研修のメインテーマは「認知症」と「人権」です。毎

回の研修ではそれに関連した広範な領域がテーマとし

て扱われています 02 。地域で活動している多様な

人々に活動内容を話してもらうことは、地域の社会資

源を共有し、連携と協働を推進する上でも意義があり

ます。研修会は基本的に座学形式で、講義の後に意見

交換の時間を設けていますが、グループワークの形式

にするとさらに多くの人が発言できるかもしれません。

3. 場所
地域の拠点に十分なスペースがあれば研修会場とし

て使用することができますが、高島平ココからステー

ションの収容人数には限界があるので、すぐ近くにあ

る集会室を使用しています。地域の人々が良く知って

いる場所を研修会場にすることが、継続的な参加につ

ながるようです。

4. 当日の運営
私たちの研修会は、地域の人々が参加しやすいよう

に 16 ～ 18 時に開催しています。また、参加状況確認

のために参加者リストを毎回作っています。

毎回の進行では、この研修が「認知症」と「人権」に

フォーカスをあてていることを明確にすることを心が

けています。時には地域の情報を織り交ぜながら、研

修内容と実生活とをつなげて理解を深められるよう努

めています。

また、私たちの研修では、毎回の研修の最後に 2 つ

の質問の簡単なアンケートへのご協力をお願いしてい

ます。

①今日の研修は参考になりましたか？

②今日の研修で、これまでは知らなかったことや、

理解が難しかったことがあれば記入してくださ

い。（自由記述）

この回答を整理することで、取り上げた方が良いテ

ーマや、研修を継続することで馴染みの出てきた内容

などを把握することができます。

5. 将来の目標
この研修によって、「認知症」についての理解を深め、

「人権」について高い意識をもった人々が地域社会の

中に数多くあらわれることを期待しています。そのよ

うにして、生活支援を相互に提供することができる社

会環境を創出することが、本研修会の目標です。

生
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02 サポートワーカー研修会のテーマと内容

第1回 認知症とともに生きるということ

事業のスタートにあたって、事業の責任者が、この研修事業の目的を説明しました。認知症についての知識だけではなく、認知症とともに生きることを学ぶこと、人権につ
いての意識をもつことの大切さについて話題を提供しました。（2017.1）

第2回 スコットランドの認知症施策、診断後の生活支援、リンクワーカーの活動

スコットランドの政府の認知症研修事業の責任者から、認知症施策とリンクワーカーの活動について話を聞きました。リンクワーカーは認知症の本人との対話を重視して
いること、認知症の本人にとって「何が重要なのか」、「何をしたいか」という気持ちを拾い集めることが支援において重要であることを学びました。（2017.2）

第3回 NPO法人自立支援センターふるさとの会の日常生活支援について

生活困窮者の支援を継続している保健師から、日常生活支援の実際について話を聞きました。住民同士の支え合いづくりの支援には、まず互いの信頼関係の構築が必要
であること、誰にでも安心できる居場所が必要であることを学びました。（2017.3）

第4回 社会の中で考える認知症―認知症の両親の介護20年で思うこと

認知症である両親の介護されてきた男性の介護者から、介護の体験について話を聞きました。本人の希望や自尊心を尊重し、人生の文脈をなるべく変えることなく日常生
活を送り、普通に過ごすことで、暮らしに選択肢が増えることを学びました。（2017.5）

第5回 高島平調査の結果報告

東京都健康長寿医療センターの研究員が、高島平の生活実態調査の結果を報告しました。高島平には、認知症とともに一人で暮らしている方が数多くいること、精神的・
身体的な健康問題や社会の中での孤立に直面している人が多いことを共有しました。（2017.6）

第6回 権利擁護について―NPO法人板橋後見センターの活動

板橋後見センターの活動について話を聞きました。現在の制度では身上監護を行う後見人は稀有なこと、生活支援の中で本人のことを良く知り、当たり前の生活を送れる
ように支援することからはじめる必要があることなど、意見交換をしました。（2017.7）

第7回 居場所が生み出す「人のつながり」と「支え合い」

高島平で子供食堂を開設しているNPO法人の活動について話を聞きました。生活している地域に居場所があることで地域の中で日常生活支援ができること、地域のコ
ミュニティスペースが連携するための拠点として大切なことを学びました。（2018.8）

第8回 高齢者の訪問看護ステーションによる見守り支援―千代田区の取り組み

訪問看護ステーションに委託して、社会的孤立リスクのある高齢者に対して見守り支援を実施している千代田区の取り組みについて話を聞きました。自治体の事業として
の見守り支援のシステム化について学びました。（2017.9）

第9回 認知症の人を最後まで支えるために

終末期ケアの研究者から、人生の最終段階における意思決定支援のあり方について話を聞きました。認知症と診断された人のケアプランの連続線上で、エンド・オブ・ラ
イフについて話し合うことの意味について意見交換をしました。（2017.10）

第10回 本人さんとともに―若年性認知症とともに歩む仲間と楽しく過ごす日々

若年性認知症の人の会ポンテの協力を得て、若年性認知症の本人に、自分自身の体験について話を聞きました。地域に暮らす人々や住宅供給会社の職員も交えて、認知症
とともに暮らせる社会のあり方について意見交換をしました。（2017.11）

第11回 NPO法人みんなのたすけあいセンターいたばしの活動

板橋区内でボランティアとして生活支援を提供するNPO法人の活動について話を聞きました。その目標は尊厳ある自立生活を支援することであり、活動の理念を共有す
ることができました。2019年に高島平に「たすけあいセンター」が開設されました。（2017.12）

第12回 認知症の家族介護者のこころを支えるために

認知症疾患医療センターで、長年にわたり家族支援を実践している臨床心理士から、家族支援の考え方と具体的な活動について話を聞きました。相談にのること、情報を
提供すること、体験を共有することが家族支援の根幹であることを学びました。（2018.1）

第13回 認知症にやさしいデザイン―スコットランドの事例等

スコットランドを視察したUR都市機構のスタッフから、「認知症にやさしい住まい」について視察報告をしてもらいました。これからは、官民が協働して、認知症とともに
暮らせる住宅や街をつくりだしていくことが課題であることを学びました。（2018.2）

第14回 高島平を認知症になっても暮らせる地域にするために

事業の責任者から、改めて事業の目的を説明するとともに、コーディネーションとネットワーキングという２つの考え方について解説しました。（2018.8）

第15回 認知症をもつ人とのかかわりとパーソンセンタードケア

認知症の専門医から、パーソンセンタードケアの考え方について話を聞きました。パーソンセンタードケアは、人権ベースのアプローチと深く関連しており、合理的配慮の
ある社会環境をつくることがパーソンセンタードケアにつながることを学びました。（2018.10）

第16回 法的観点からみた認知症支援

板橋法曹会の弁護士から、認知症の人の権利侵害の実態、特に、特殊詐欺、消費者被害、虐待、後見人等による横領の具体例とその対策について話を聞きました。板橋区
では、そのような権利侵害の相談に対応できる弁護士の組織があることを学びました。（2018.11）

第17回 地域の支援拠点の活動の実際と社会支援ネットワーク

ドクターマンデーで相談に対応している精神科医から、地域の拠点で応需する相談の意味について話を聞きました。その要点は本誌のⅡ-2に記されています。（2018.12）

第18回 スコットランドにおける人権ベースの認知症の人への作業療法

人権ベースのアプローチを認知症施策に取り入れたスコットランドの作業療法士の活動について、作業療法学の専門家から話を聞きました。作業療法士を含む多職種協
働チームによる生活支援の意義を学びました。（2019.1）

第19回 地域で安心して暮らし続けるために―高島平の認知症サポート医から

認知症初期集中支援チームのチーム員である認知症サポート医から、初期集中支援チームと在宅医療の活動について話を聞きました。地域で安心して暮らし続けるため
に、多職種協働による在宅医療が重要な役割を果していることを学びました。（2019.2）

Ⅲ.事例編
地域の拠点において展開されるさまざまな生

活支援を、事例を通して紹介します。掲載されて

いる事例は実際の事例ではなく、高島平ココか

らステーションの経験を踏まえて創作したもの

です。事例を通して、地域の拠点を核とする生活

支援のネットワークづくりがイメージできればと

思います。
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少しずつ信頼関係が築かれてから、地域の拠点のス

タッフは、ここが自由に過ごせる居場所であることを

伝え、一緒に過ごそうと誘いました。慣れるまでの間、

はじめの頃は自宅まで誘いに行きましたが、何度か誘

ううちに一人でいらっしゃるようになりました。やが

て開室日には必ずいらっしゃるようになり、常連さん

達やスタッフとのお喋りをしたり、コーヒーを飲んだ

りしながら楽しんで過ごすようになりました。

花子さんは開室時間を覚えておけないため、必ずし

も開室時間に合わせていらっしゃるわけではありませ

ん。しかし、地域の拠点のスタッフは、開室時間にと

らわれず、少々早くても遅くても、「自由に過ごせる居

場所」となるように配慮しました。その結果、花子さ

地域の拠点のスタッフは、遠方に暮らす甥に対して

も、思いを傾聴し、気持ちを受け止め、苦労をねぎら

花子さんにとって地域の拠点は、自分一人で主体的

に立ち寄ることができる地域の居場所になっています。

また、遠方に暮らす親族、地域の拠点のスタッフ、介

護支援専門員、デイサービスのスタッフが、創意工夫

して、役割を分担しながら、見守りや生活支援を提供

んにとって、地域の拠点は安心できる居場所として定

着し、遠方に暮らす甥もそれを知って安心されました。

最近の花子さんは、家に届いた郵便物を地域の拠点

に持参して、「これ何？」と尋ねられることがあるので、

スタッフは一緒に内容を確認して説明しています。ま

た、急ぐ必要があるものは甥に電話を入れて対応をお

願いしています。また、「足が痛い」「手が痛い」「入れ

歯の様子がおかしい」などの健康上の訴えがあるとき

には、甥と情報を共有し、応急処置も含め、早期に適

切な医療機関に受診できるように支援しています。定

期的な服薬が必要な場合には、地域の拠点とデイサー

ビスが分担して、服薬管理の支援ができるようにして

います。

うようにしています。それによってご家族との信頼関

係も少しずつ深まってきています。

する仕組みがつくられつつあります。さらに、地域の

拠点にいらっしゃる他の方も、花子さんのことをよく

理解し、一緒に楽しみ、一緒に活動しながら、支え合

っています。

3.地域の拠点で過ごすことが生活の一部に

4.家族への支援

5.現在は……

夫が急逝し混乱状態に
陥った山田花子さん

山田花子さんは 80 歳代の女性です。長年夫と二人

で暮らしていました。以前からもの忘れがあり、夫も

そのことに気づいていましたが、その事を話題にする

と本人が怒り出すので医療機関には繋がっていません

でした。そのようなことで、夫は地域の拠点のスタッ

フにそのことを相談していました。

その夫が、ある日突然亡くなられてしまいました。

区役所と地域包括支援センターのスタッフが奔走して

他県に暮らす甥を探し当て、何とか無事に葬儀を執り

行うことができました。しかし、花子さんの記憶障害、

花子さんは、夫が急に亡くなった後の混乱と悲しみ

の中で、地域包括支援センターの支援を受けるように

なり、改めて本人と甥を交えて話し合い、病院を受診

することにしました。記憶障害も強く心理的な混乱

もあるため、主治医、地域包括支援センターの担当者、

地域の拠点のスタッフは、頻繁に家庭訪問を繰り返

し、しっかり本人の話を聞き、思いに共感しながら信

頼関係を築いていきました。訪問時には生活の様子か

ら、安全上や健康上の問題の有無、日々の生活での不

自由さの有無や食事の様子などの確認をしました。困

り事があるようなら、その場で解決できる事は手伝い、

見当識障害は顕著であり、金銭管理にも支障を来して

いました。金銭管理は遠方に暮らす甥が行い、定期的

にお金を本人に手渡していましたが、やがてその甥に

対して物盗られ妄想も見られるようになりました。

地域の拠点のスタッフは、“ 住み慣れた住まいで、

出来るだけ長く、安全に安心して暮らし続けられるよ

うにする ” という目標を立て、地域包括支援センター

や遠方に住む甥と相談しながら、花子さんの生活支援

を役割分担することにしました。

地域の拠点のスタッフで話し合い、①信頼関係を築く

こと、②ひとりぼっちになる時間を少なくすること、

③役割分担して生活支援を確保することを確認し、地

域の拠点で過ごすことを視野に入れた関わりが始まり

ました。

適宜遠方に暮らす甥に連絡し情報を伝えました。甥と

の連絡用に本人宅に連絡ノートを置きました。安全を

優先して自宅でのガスレンジやお風呂の使用はやめ

て、電子レンジ、トースター、湯沸かしポットで調理し、

お風呂はデイサービスのときに入ることにし、配食サ

ービスも利用することにしました。

事例の経緯

1.信頼関係の構築を目指して

2.生活を支援しながら
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Ⅲ.事例編

Ⅲ・
事
例
編

身寄りがなく
一人で暮らす鈴木太郎さん

鈴木太郎さんは 80 歳代の男性です。若い頃から全

国各地をまわり、さまざまな仕事をされてきました。

今は、限られた年金で慎ましい暮らしをされています。

1 年前に深刻な病気の診断を受け治療を開始しまし

たが、いろいろな思いや不安があり、治療に前向きに

なれず中断してしまいました。それからはたった一人

しかし、2 か月足らずで治療を中断してしまい、医

療機関との繋がりがまったくなくなってしまいました。

そこで地域包括支援センターのスタッフとともに多職

種協働会議を開き、「本人は自分のペースを乱される

事を好まれないので、本人の選択を尊重しよう」「必要

な情報を伝えていこう」「精神的なサポートも続けよ

う」という方向性を確認しました。

ある日、弱々しく外を歩く姿を窓から見た地域の拠

点のスタッフが太郎さんに声をかけました。太郎さん

は、「前日に手術を受けて退院したところだ」と言いま

す。介護保険サービスが使えることなどを説明すると、

太郎さんは拒否されました。地域包括支援センターに

それまで太郎さんは、自分から地域の拠点にいらっ

しゃることはほとんどありませんでした。ある日、地

域の拠点の常連の男性との出会いをきっかけに、その

男性と地域の拠点で談笑するようになりました。その

中で、病気の話もされ、「人に世話になっても良い」「公

的な支援を受けるよう手続きしたほうが良い」と男性

から説明をされました。スタッフとは違う、地域に暮

らす住民目線で勧められたことで、「地域包括支援セ

ンター」や「支援」という言葉も身近に感じられるよう

になった様子がうかがえました。その後は、太郎さん

も、地域包括支援センターの職員の話も受け入れるよ

出会いから半年経った頃、太郎さんとの会話から、

太郎さんが余命の宣告を受けていることがわかりまし

た。太郎さんの了解を得た上で、地域包括支援センタ

ーにそのことを伝えましたが、太郎さんはやはりサー

ビスの利用は拒否されました。そこで、地域の拠点に

本人の希望通り、近所の診療所で経過観察を受けな

がら、必要時には在宅医療や訪問看護の利用、緊急時

通報システムの導入、入院を要する時に備えて病床確

で、誰に相談することもなく、助けを求めることもな

く、孤独の中で暮らしていました。しかし、偶然、地域

の拠点のスタッフとの出会いがあり、スタッフとゆる

いつながりができ、そんな中で少しずつ本人の意思が

整理され、徐々に必要な支援に繋がっていきました。

また、歯の状態が悪く、食生活への支障があること

も判明しましたので、地域の拠点のスタッフのひとり

である歯科医師に相談し、本人に会ってもらいました。

そして、「余命が限られていてもおいしい物を食べて

楽しく過ごそうよ」との歯科医師の励ましが、本人に

少し力を与えたようでした。歯科医師から近隣の歯科

医院へ情報を提供し、義歯治療が行われることになり

ました。

行くことも、地域の拠点のスタッフが家を訪問するこ

とも拒否されました。そこで、月に１回程度、様子う

かがいの電話をしたり、手紙をポストに入れたり、「何

かあれば連絡をもらう」というゆるいつながりをつく

りました。

うになり、やがて、地域包括支援センターと地域の拠

点のスタッフが密に情報共有しながら、協力して支援

を提供するようになりました。

その後、太郎さんは、買い物帰りなどに地域の拠点

にたびたび立ち寄るようになり、囲碁の会に参加した

り、ミニ講座で興味あるテーマに参加したりして過ご

されるようになりました。体重減少や合併症が進行し

ているので、地域の拠点で医師に相談し、本人の意思

を汲みながら、近くの診療所への通院や急変時の対応

などについて支援体制の整備を進めることにしました。

お誘いし、本人の話を聞いたり、不安な気持ちを受け

止めたりするようにしました。そんな中で、病気や治

療に関する一般的な情報を提供したところ、治療を再

開することを決意されました。

保等の体制を地域包括支援センターと共に整え、穏や

かな生活を送られています。

事例の経緯

3.本人の意思とは

1.出会いとゆるいつながり

4.地域の拠点がなじみの居場所に、そして支援に繋がった

2.本人の抱える状況が徐々に明らかに

5.現在は……
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Ⅲ.事例編

Ⅲ・
事
例
編

不安が強い一人暮らしの
田中道子さん

田中道子さんは 80 歳代の女性です。若いころから

一人暮らしで、パート勤めをされてきました。趣味は

カラオケ、居酒屋でお酒を飲むのが楽しみです。

80 歳の頃、行きつけの居酒屋で支払いの間違いが

続き、近所に暮らす弟に連絡が入り、区役所の相談を

経て医療機関を受診し、認知症疾患の診断を受けまし

た。日常生活では金銭管理の障害以外には目立った問

その後道子さんには、配食サービスや小規模多機能

型居宅介護の利用など様々な支援の提案がなされ、一

部導入されました。しかし、これまですべて自分で決

めて自立して暮らしてきた道子さんにとっては、「な

ぜこのような状態になっているのか理解できない」と

いう思いもあり混乱されることもありました。そのた

道子さんは、うなだれた面持ちで、「心配でゆうべは

眠れませんでした」「私どうしたのでしょう」「生きて

いてよいのでしょうか」と言います 01※1。それまでは

自分のことは自分で決めてやってきたのに、他人（ひ

と）の迷惑にならないように気をつけてきたのに、最

近は記憶にぽっかり穴があいて思い出せなくなり、怖

くなることがある、と言います。

地域の拠点のスタッフは、本人の思いに耳を傾け、

不安な気持ちを受けとめるようにしました。それから

地域の拠点で住民同士のつながりができ、道子さん

にとって地域の拠点はなくてはならない居場所になっ

道子さんが心の内を話し、少し落ち着かれるように

なってから、その時にいらしている他の方の輪の中に

はいり、会話やゲームなどをされるようになりました。

やがて道子さんは、同じように悩みや困りごとをもっ

て暮らす地域の一員として自分自身のことも話される

ようになり、そこに居合わせた他の方も、道子さんの

題もないので、介護保険サービスは利用しませんでし

た。しかし、1 年後には生活にも支障が現れ、強い不

安を訴え、「私これからどうして暮らしていったらよ

いのでしょう？」と毎日のように地域包括支援センタ

ーを訪れるようになりました。そんなある日、道子さ

んは地域包括支援センターの職員に連れられて地域の

拠点にいらっしゃいました。

め、地域の拠点に来て泣きながら悩みを話されること

もありました。スタッフはその都度道子さんの思いに

耳を傾け、道子さんは少し落ち着き、家に帰られます。

そのような生活支援を続けながら、道子さんの暮らし

を見守っています。

は、道子さんは、開室時間にはいつも地域の拠点にい

らっしゃるようになりました。地域の拠点では、スタ

ッフが、うまく介護サービスや生活支援サービスを利

用すれば、不安と不自由は多少減らすことができるこ

となどを伝えました。道子さんは、自分が感じる不安

や心配を話された後は、「私はこれまでひとりでなん

とかやってきた、少しわからないことがあっても何と

かなると思う」01※2と立ち直った表情で話されるよう

になりました。

ています。不安と安心を行き来しながらも、一人暮ら

しを続けています。

不安や悩みを理解し、道子さんらしさも理解して接す

るようになりました。こうした関係の中で、道子さん

は “ 地域の中で孤立していない ” と感じられるように

なり、「ここに居れば、安心」01※3という言葉も出てく

るようになりました。

事例の経緯

3.支援の継続

1.不安へのサポート

4.現在は……

2.住民同士のつながり

心配で
息がつけない
んです。

ここにいれば
安心です。

やっと
息がつけるように
なりました。
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Ⅲ.事例編

Ⅲ・
事
例
編

高齢の夫との在宅生活の
継続を望む佐藤うめさん

佐藤うめさんは 80 歳代女性です。90 歳になる夫と

2 人で暮らしていますが、夫にも心臓の病気がありま

す。娘と息子が近くに別々に暮らしています。うめさ

んは 10 年前に硬膜下血腫の手術を受けており、現在

は高血圧のために定期的に通院しています。生活は概

ね自立していて、料理が得意、買い物は宅配サービス

を利用しています。旅行が好きで、話好きですが、最

訪問当初から、生活が狭まることにより社会的交流

が少なく、認知機能の低下や転倒リスクが予測さてい

ました。スタッフは、要支援で利用可能な介護予防サ

ービスをパンフレットで紹介しましたが、「まだ、利用

するのは考えていない」「デイサービスは煩わしい」と

の返答でした。初回訪問から半年後、屋内で転倒した

後は、「介護予防サービスは使ってもいいのかな」と初

めて関心を示し、地域包括支援センターへ連絡しまし

た。地域包括支援センターの担当者に本人の希望（筋

力低下予防、半日、近所の方がいないところ）を伝え、

翌月、地域包括支援センター担当者と地域の拠点の

スタッフが同伴で訪問しました。この頃には「調理時、

台所の開き戸や蛇口につかまる」など下肢筋力の低下

が認められていました。ケアマネジャーは、うめさん

の質問に答えながら丁寧に説明をし、トイレと風呂に

手すりを付ける住宅改修後、デイサービス利用を勧め、

うめさんも夫も了解しました。「私はいままで意地っ

はじめて自宅への訪問をお知らせする電話をした際

は、うめさんは慎重な様子で、怪訝そうな声でしぶし

ぶ 3 日後のスタッフの訪問を了承されました。訪問初

日、2 階の雨戸が閉まり、家庭菜園には、なす、柿が実

っていました。生活は 1 階のみに限定している様子で、

スタッフの訪問を周囲に知られるのを極度に嫌がり、

すぐに玄関に入るよう促されました。うめさんの受け

入れ姿勢に対してスタッフは不安や焦りも抱えながら、

関係作りの一歩として、まず傾聴を心がけました。ス

うめさんは退院後に右膝に装具を着用するようにな

り、食事は夫と一緒に作るようになりました。今年初

めておせちを作りませんでしたが、お正月は、娘、息

子と家で迎えることができ喜んでいました。自宅では

娘の介助によるシャワー浴のみのため、入浴できるデ

イサービスをうめさんが強く希望していることを、地

域の拠点のスタッフからケアマネジャーに連絡し、早

速うめさんと夫、ケアマネジャー、スタッフでデイサ

うめさんは、息子から、自宅を売却し高齢者に住み

よい施設入所を勧められることもあるのですが、夫と

自宅で過ごしたい、思っていました。この頃でもうめ

近は地域の人たちとの交流も少なく、日中自宅で過ご

しています。地域で行われた集団検診で認知機能検査

を受け、記憶障害と見当識障害が認められたため、地

域の拠点のスタッフがご自宅を訪問することになりま

した。ご本人は認知症に関しての受診は考えていない

とのことでした。

張りで来た。食事も無理して 3 食作らなくていいのよ

ね」といつもより弱気の発言がありました。スタッフ

の同席に対し帰り際、「自分は構えるほうなので間に

入ってもらって有難う」と安心に繋がった様子が窺え

ました。

住宅改修から数か月後「夏からめっきり足腰が弱く

なった。手すりは夫婦ともに大変助かっている」と喜

ばれ、知人の勧めによりデイサービスに興味を示され

たので、見学することにしました。しかし、その見学

前に、買い物帰りに屋外で転倒し、右膝骨折で入院す

ることになってしまいました。入院中に娘さんがケア

マネジャーに相談し、自宅に介護ベッド、シャワーチ

ェアーを導入しました。退院後にうめさんは「病室の

静けさでの排尿や、カーテンに囲まれたベッド上での

生活は生き地獄だった」と話され、とりわけ在宅生活

への思いを強くされていました。

タッフは適宜多職種協働会議で相談し、関係づくりを

優先に、という方針で訪問しました。

3 回目の訪問から受け入れは良好で、以降 1 回 / 月

から 1 回 /2 ヶ月の訪問をするようになりました。定

期的な通院の確認、健康上の問題や不安を傾聴しまし

た。地域の拠点を紹介すると、電車で 1 駅あり遠くて

行けない、との返答でした。しかしスタッフの訪問は

「普段、他の方と話す機会がないので嬉しい」と楽しみ

にしていました。

ービスの見学に行くことになりました。うめさんは、

近所の人と一緒でないところがよいと希望されたので、

ケアマネジャーは新規開設予定のデイサービスを紹介

され、見学したうめさんも「みんな１年生ね」と気に

いった様子であり、夫までもが「自分が来たいですよ」

とぽつりと残念がっていました。後日、娘さんからも

スタッフの支援について感謝の電話がありました。

さんは 1 週間分の宅配の材料で 3 食手作りしていて、

「少なくなった材料で作るのが腕の見せどころ」と得

意気に話されていました。

事例の経緯

3.介護サービス利用に至るまでの本人の気持ちの変化

1.信頼関係づくり

4.生活の変化からサービス活用へ

2.本人の在宅生活についての思い
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Ⅲ.事例編

Ⅲ・
事
例
編

歯科医師を含む
多職種との協働

地域の中で安心してすごせる居場所としての地域の

拠点が、地域の方々に知られ、たくさんの方がいらっ

しゃるようになると、“ どこに相談・受診したらよい

かわからない ” 心や体の悩み、あるいは家族、友人関

係の悩み、ちょっと聞いてほしいことなどを打ち明け

る方がいらっしゃいます。一緒にお茶を飲み、世間話

や昔語りに花を咲かせながら、喜び、楽しみ、あるい

は出来事の振り返りや悩みなどのお気持ちを聴きなが

この 2 つの事例は、なぜ歯科医師と話すことにな

ったのでしょうか。最初に相談を持ち掛けられたのは、

地域の拠点のスタッフや地域包括支援センターの職員

でした。その人々からフレキシブルな活動が可能な歯

科医師に相談がつながったのは、その歯科医師が、地

域の拠点のイベントで口腔ケアのミニ講座をする機会

があり、多職種協働会議にも参加していた経緯があっ

たからです。すなわち、地域ネットワークでの顔の見

える関係が成り立っていたからこそ、居場所がよろず

相談所でありえた、といえます。

こういったお悩み相談は、1 対多数の場面から 1 対

1 の関係への転換を要します。相手が何をしてくれる

人か知らないで、悩みを相談することはなかなかでき

ることではありません。相手が何者なのか、どういっ

たことをしてくれる人なのかを互いに知って、初めて

関係が始まるといえます。

松本恵子さんは 80 歳代の女性で、認知症疾患の診

断を受けておられる方です。一般的に、このようなお

悩みが聞かれたら、「歯科受診されたらいかがですか」

とアドバイスするような事例ですが、悩ましいのは、

恵子さんがもの忘れしがちな状態であったということ

です。

多くの歯科医院では、外来にいらした患者さんの入

れ歯をお作りすることはあっても、家庭の中まで入っ

て入れ歯の管理を教えてくれることはありません（は

じめから訪問診療なら別ですが）。ご家族と一緒に住

んでいる方であれば、ご家族に入れ歯の管理について

ご指導するのですが、恵子さんはお一人暮らしの方

です。しかも長いこと自立して生きてきた方ですから、

これは大山次郎さんの妻からの報告です。次郎さん

は 80 歳代の男性で、脳血管障害後遺症と診断されて

いました。

みなさんから多く聞かれるご質問で、「元気な時は

都会の歯科医院に電車で通っていたけれど、もう行く

のが大変なので、近くの歯科医院で良い所ないかし

ら」があります。長いこと自宅近くのかかりつけ歯科

医院に通っているケースでは、お身体の状態が多少変

わっても通院し続けられるのですが、遠方だと、そう

もいきません。高齢になってから転居した方は、皆さ

ん「良い歯科医院」探しをされていて、お友達からの

口コミなどを頼りに行かれているようです。しかし、

お友達と話して解決しないのは、お友達は “ 口の中を

見て、客観的にどういう状態か本人にお伝えして受療

を後押しする ” 人ではない、というところにあります。

口の中をお友達に見せる習慣のある人はあまりいませ

んし、ふつうは見せられてもなかなか判断できないも

ら、心の距離を縮め、ちょっとした勇気やきっかけを

つかむ支援をすることも居場所の役割です。

地域の拠点のスタッフは、それぞれの専門性を持っ

た、あるいは生活者・隣人としての目線で、来訪され

た住民のお悩みや困りごとに向き合うことがあります。

ここでは、地域の拠点のスタッフのひとりである歯科

医師が、“ 歯に詳しい隣人 ” として関わった事例を紹

介します。

実際、ちょっとした医療に関する悩みは、住民の中

に潜在しています。医療の専門職種が、必ずしも最初

から居場所に必要なわけではありませんし、常に需要

があるとも限りませんが、地域のネットワークを経由

し様々な専門職が立ち寄る居場所として機能するこ

とが、こういったちょっとした専門支援を可能にする

でしょう。地域の居場所がよろず相談所化していくな

かで、多職種のチャンネルがあることは支援の幅を広

げ、利用する人の満足度を向上させる効果があります。

地域コミュニティのネットワークのなかで、もし視点

の異なる他の職種の人と出会ったら、体験の共有を通

じて近しい関係を構築し、ぜひ、お誘いしてみてくだ

さい。フットワーク軽く関係を保つことが支援の Key

の一つになるかもしれません。

家の中もご自分のルールで管理されています。そんな

生活の中、ちょっとしたもの忘れの症状で、入れ歯を

外したあとごみと一緒に捨ててしまったのかもしれま

せんが、今となっては検証するすべもありません。そ

して歯科医院での指導だけで、新しい入れ歯を紛失し

ないような生活の習慣づけをするのは非常に難しい

ことと言えます。そこで、地域の拠点のスタッフであ

る歯科医師は、生活支援という形で家庭訪問に伺って、

実演を交えた入れ歯の管理の指導をして、それを恵子

さんのかかりつけの歯科医院へ文書でお知らせする

ことにしました。その後無事に新しい入れ歯が出来て、

上手に管理出来ているようです。

のです。

さて大山さん夫妻は、都会の方で歯科通院していた

ようですが 5 年くらい通院しておらず、その理由は

夫婦ともに大きなご病気をなさったということと、引

っ越しされたことで新規受診に思い切りが付かなか

ったということでした。また大山次郎さんは病気の後、

意欲の低下や日常生活の不具合が生じているという

ことでした。そこで、地域の拠点のスタッフである歯

科医師は、次郎さんの口の中を見せて頂いて、急性疾

患を含むいくつかの問題点を見つけました。また歯科

受診を躊躇していた理由のいくつかを聞き出し、安心

して歯科治療を受けられるように情報を整理して、ご

本人の希望をあわせたうえで、近隣の歯科医院に紹介

状を書くことにしました。結果的には、援助希求が難

しい状態になった大山さん夫妻に対して、ちょっと背

中を押して勇気を出すきっかけを与えただけかもし

れません。

多職種のチャンネルがあることは支援の幅を広げる

事例1.「最近相次いで入れ歯を2つも紛失した。噛めなくて困っている」

事例2.「夫婦とも長いこと歯科受診していない、夫は促しても歯磨きしなくなってしまった」

歯
科
医
師
を
含
む
多
職
種
と
の
協
働
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Ⅳ.資料編
認知症とともに暮らせる社会の創出に向けた

取り組みに役立てることができる参考資料を示

します。一つは、認知症とともに暮らす高齢者の

生活実態や課題を把握するための調査に関する

資料です。もう一つは、実際のコーディネーショ

ン（社会支援の統合的調整）やネットワーキング

（地域づくり）に役立てることができる社会資源

のリストです。



50 51認知症とともに暮らせる社会に向けて：地域づくりの手引き 認知症とともに暮らせる社会に向けて：地域づくりの手引き

Ⅳ.資料編

Ⅳ・
資
料
編

02 二次調査（会場）と二次調査（訪問）のMMSEの得点分布

03 認知機能低下高齢者（MMSE23点以下）の年齢階級別有症率の推計

認知機能検査（MMSE）の結果：得点の分布

MMSE 得点

平均得点±SD、中央値
　全体：26.3±3.46点、27点
　会場：27.0±2.70点、28点
　訪問：24.8±4.27点、26点

23点以下
　全体：335名（16.6%）
　会場：130名（9.6％）
　訪問：205名（30.7％）
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（佐久間ら、第76回日本公衆衛生学会総会、2017.10.31-11.2）
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②会場健診型の面接調査（二次調査）
専門職（看護師、心理士）による面接調査です。対

象地域近郊に調査会場を設置し、参加者に来ていただ

くか、来場が難しい方にはご自宅に訪問して検査を実

施しました。ここでは、認知症のスクリーニング検査

として国際的に使用されている「Mini-Mental State 

Examination（MMSE）」を用いて認知機能を評価し、

「地域包括ケアシステムにおける認知症アセスメント

シート（DASC-21）」を用いて認知機能と生活機能を

包括的に評価しました。

③医師、医療専門職による面接調査（三次調査）
②の調査で認知機能の低下が疑われた方 （々MMSE

で 23 点以下）を対象に、医師や精神保健福祉士、心理

士などが認知症の評価と、支援の必要性を評価するこ

とを目的に実施しました。調査項目は、認知症の状態

や重症度、社会支援の必要性に関するものです。

調査した地域は巨大な都市型団地であり、地区全体

の 42% が集合住宅に住み、高齢化率は 33%、70 歳

以上高齢者における要支援・要介護認定者の割合は

地域の中に認知機能が低下している高

齢者の数を MMSE のデータをもとに推

計してみました。認知機能検査（MMSE）

を含む二次調査に協力が得られた 2,020

名（会場調査 1,352 名、訪問調査 668 名）

のうち、MMSE23 点以下の認知機能が

低下した高齢者は 335 名（16.6%）でし

た。認知機能が低下した高齢者の出現率

について性差は認められませんでしたが、

会 場 調 査 で は 9.6%、訪 問 調 査 で は

30.7% と約 3 倍の差が見られました 02 。

調査参加者の MMSE 得点の分布に基

づいて、対象地区の 70 歳以上高齢者

（7,614 名）における認知機能が低下し

た高齢者の出現数を推計すると 2,050

名（ 有 症 率 26.9%： 男 性 26.7%、女 性

27.0%）となりました。推計された認知

機能が低下した高齢者の出現率は年齢階

級とともに増加し、70 ～ 74 歳階級では

14.7% であるのに対し、90 歳以上では

60.8% に達していました 03 。

17.5%、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ a 以上の

割合は 8.5% でした。

2.調査した地域の特徴を把握する

3.認知機能低下を認める高齢者の頻度と特徴

いるのかを把握することが有用です。ここでは、平成

28-29 年度「認知症とともに暮らせる社会に向けた地

域ケアモデル事業」で実施した調査の内容と結果を示

しながら、地域づくりのためにどのような情報を得て

おくとよいのかを考えてみたいと思います。

より適切な社会支援サービスの提供体制を計画す

るためには、その地域に暮らす高齢者や認知症のご本

人・ご家族が実際にどのような生活を送っているのか、

地域の中に認知症の方がどのくらいいるのか、認知症

や障害のためにどのような生活のしづらさに直面して

認知症とともに暮らす
高齢者の生活実態と
課題を把握するための調査

01 対象者の抽出過程

郵送されたアンケート票にご記入いただきます。
アンケート票は調査員がおうかがいして回収します。

アンケート調査（生活実態調査）一次
調査

高島平地区に設けた健診会場に
ご来場いただき、

検査を受けていただきます。

会場健診型調査
健診会場への来場が困難なかた向けです。
調査員がご自宅におうかがいして、
検査を受けていただきます。

訪問調査

認知症専門医が、ご自宅におうかがいして、検査を受けていただきます。
ご希望や必要に応じて東京都健康長寿医療センターで検査を受けていただく場合もあります。

専門医による訪問または会場調査

必要な社会支援の確保

二次
調査

三次
調査

必要に応じて

調査は①～③の 3 段階で実施しました。地域全体の

特性を知るために該当地区にお住まいの 70 歳以上の

方全員を調査の対象としました 01 。

①郵送によるアンケート調査（一次調査）
地域にお住まいの方全体の生活状況、健康状態、人

づきあいや社会参加の状況、日常生活における支援の

ニーズなどを調べる目的の調査です。このため調査項

目は多岐にわたっています。また、郵送留置法（ご自

身でご記入いただくアンケート用紙を郵送でお送りし、

調査員がお宅に訪問して回収する方法）というやり方

でできるだけ多くの方から回答を得られるよう努めま

した。

1.調査の方法

認
知
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と
も
に
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地域づくりをはじめるにあたって、必ずしもここで

紹介したような調査は必要ではないかもしれません。

しかし、可能な限り地域の状況やそこにお住いの方々

の状態を把握することは、地域の拠点を核とする地域

づくりに有益な情報となります。

①地域の課題を把握する
今回事業を行った地区は、都内でも有数の巨大団地

を抱えており、大都市部でありながら高齢化率が高い

一方で、地方都市や非都市部にくらべて一人暮らしの

高齢者が多いという大都市の特徴もあわせもつ地域で

した。家族による生活支援が得られにくく、診断や介

護サービスにつながりにくい人が大勢いる可能性が高

い地域であることが予想されました。

②認知機能が低下している人を把握する
評価尺度（MMSE、DASC-21 など）を利用して、地

域にどのくらい認知機能が低下している人がいるの

かが把握できるといいでしょう。また、会場まで来て

調査を受けた方に比べ、会場まで来られない方の中に、

認知機能が低下している方が多いことも分かりました。

支援の必要性が高い人ほど外に出てこない可能性が高

く、労力やコストはかかりますが、調査するかどうか

はともかく、とにかく訪ねてみることが重要かもしれ

ません。

③移動能力・生活機能が低下している人を
　把握する

都内の他の地域で実施された調査では、歩行機能や

生活機能が低く、周りの人からの支援が少ないと、将

来要介護状態や認知症へ移行しやすいことがわかりま

した。歩行機能は「15 分以上歩く」「階段を登る」「椅

点で何らかの社会支援の調整が必要と判定された人は

61 名（78.2%）で、２つ以上の複合的な支援ニーズを

もつ人は 48 名（61.5%）でした。社会支援のうち、①

認知症等の医学的診断（51.3%）、②介護保険サービス

の利用支援（50.0%）、③生活支援（41.1%）、④家族支

援 (38.5%) を必要と評価された方が多くなっていま

した。

子から立ち上がる」といった項目で、生活機能は「金

銭の管理」「買い物」「バスや電車の利用」ができるかど

うかといった項目で評価することができます。

④社会的に孤立していないかを把握する
人間関係には、量的な側面と質的な側面があります。

量的な側面は、同別居の状況や家族、友達などの身近

な他者が何人いるか、そうした家族や友人とどのくら

いの頻度でやりとりをしているか、を指します。質的

な側面は、ソーシャル・サポートと言われ、家族や友人、

公的な機関など、周囲の人々から支援を受けているか、

またどんな支援を受けているか、を指します。たくさ

んの人とつながりがあることも大事ですが、自分を支

え助けてくれるつながりであることも重要です。また、

自治会やサークル活動、ボランティア活動などの社会

的活動への参加状況も社会的孤立の目安になります。

⑤どのような生活支援のニーズがあるか把握する
高齢者や認知症のご本人が生活の中でどのようなこ

とに生きづらさを感じ、支援をしてほしいと考えてい

るか、すなわち生活支援のニーズを知ることは重要で

す。すでにある支援で充足できるか、もしニーズに合

ったサービスがないのであれば、それらを準備する必

要性があるか、を考えるもとになります。

⑥その他
さらに、地域の中で利用可能な環境資源、社会資源、

人的資源、ソーシャル・キャピタルや、若者や中年者

をふくむ地域に暮らす全世代の住民の意識（認知症や

高齢者に対する偏見など）を把握しておくことは、認

知症や障害の有無のみならず、世代を超えた「ともに

生きる社会」の創出に役立つことでしょう。

この結果は、実際に認知症とともに地域に暮らす高

齢者の多くは、医学的な診断や介護保険サービスの利

用にはつながっておらず、数多くの複合的な社会支援

ニーズが存在するにも関わらず、必要な支援にアクセ

スできていないということを示しています。おそらく、

その多くは、情報の欠如と、社会支援の利用を援助す

る担い手の欠如によるものと考えられます。

6.ネットワーキング（地域づくり）に必要と考えられる調査項目

認知機能低下を認める高齢者では、認知機能低下を

認めない高齢者に比べると、生活機能が低下している

とともに、身体的・精神的な健康状態も悪化しており、

社会的に孤立し、経済的に困窮している傾向にあるこ

今回の調査では、因子分析という方法を用いて高齢

者の方の日常生活支援のニーズには 5 つの領域があ

ることが分かりました 04 。認知機能低下を認める高

齢者では、認知機能低下を認めない高齢者に比べると、

すべての領域でニーズを感じる人が多くなっていまし

た。特に、「受療支援」「権利擁護」「私的領域支援」に関

する生活支援ニーズを感じる人が多い傾向が認められ

認知機能の低下が認められた対象者のうち、協力が

得られた 198 名の方について、医師、医療専門職が面

接し、認知症の状態にあるのかどうか、どのような社

会支援が必要なのかを評価しました。

その結果、現時点で認知症の状態に「ある」と判定

されたのは 78 名（39.4%）で、その多く（78.2%）は

とが示されました。しかも、このような身体的・精神

的・社会的リスクの複合化が、認知症の初期、すなわ

ち認知機能の低下が認められる比較的初期の段階で生

じているということが明らかになりました。

ました。

それでも、「私的領域支援」のニーズを感じる人は、

他の領域に比較すると相対的に少なく、仮に援助を必

要とする状況であったとしても、援助を求めにくい、

あるいは、「人の手は借りたくない」と感じられやすい

支援なのかもしれません。

軽度の認知症状態でした。認知症の状態に「ある」と

評価された 78 名のうち、すでに医療機関で認知症の

診断を受けていたのは 34 名 (43.6%) で、多くの方が

医学的診断や医療機関につながっていない状況が明ら

かになりました。

また、認知症の状態に「ある」方 78 名のうち、現時

4.ニーズが高い日常生活支援は？

5.認知症高齢者の社会支援ニーズ

04 高齢者の生活支援ニーズの例

認
知
症
と
と
も
に
暮
ら
す
高
齢
者
の
生
活
実
態
と
課
題
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査

家事支援

「不用品の片づけを手伝ってほしい」
「家の中の掃除を手伝ってほしい」
「家の中の整理整頓を手伝ってほしい」
などの家事に関する支援

権利擁護支援

「消費者被害にあったときに対処してほしい」
「生活のトラブルについて相談に乗ってもらったり解決してほしい」
「成年後見制度について相談に乗ってもらったり手続きをしてほしい」
などの権利擁護に関する支援

私的領域支援

「給与や年金などの管理を手伝ってほしい」
「ガス・水道・電気など公共料金の支払いを手伝ってほしい」
「電話・ファックス・手紙のやり取りを手伝ってほしい」
などの私的領域に関する支援

社会参加支援

「自分の趣味や興味に合ったイベントがあったときに誘ってほしい」
「気楽に過ごせる場所や、何でも話せる場所に誘ってほしい」
「身近なところで参加できる健康づくりの活動に誘ってほしい」
などの社会参加に関する支援

受療支援

「自分が入院するときに対応してほしい」
「自分の体調が悪い時に看病してほしい」
「自分の安否確認をしてほしい」
などの受療に関する支援
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01 東京都福祉保健局　とうきょう認知症ナビ「認知症サポート医名簿」

02 東京都福祉保険局「指定状況一覧（今年度分）・加算情報一覧」

地域包括支援センター
地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を支援す

ることを目的に、心身の健康保持と生活の安定に必要

な援助を包括的に行う地域の中核的機関。地域住民の

多様な相談に応じ、①介護予防ケアマネジメント、②

総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続

的ケアマネジメント支援業務を通して、コーディネー

ションとネットワーキングを実践的に行っている。地

域包括支援センターの所在は下記の URL を参照。

・地域包括支援センターの所在
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/sodan/
chiiki-zaitaku_center.html

認知症地域支援推進員
認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

ることができるように、医療機関や介護サービス及び

地域の支援機関の連携を図るための支援や、認知症の

人やその家族を支援する相談業務等を行う。国の認知

症施策の一環で、区市町村・地域包括支援センター等

に設置することとされている。

認知症支援コーディネーター
東京都では、認知症の医療・介護・生活支援等の情

報に精通した保健師等の医療職を区市町村に配置し、

個別ケース支援のバックアップ等を担い、認知症の疑

いのある人の初期対応を進めることにより、地域の認

知症対応力の向上を図っている。また、区市町村に配

置されている認知症初期集中支援チームと連携して、

関係機関との相互調整等を行う。

認知症サポート医
国立長寿医療研究センターが実施する認知症サポー

ト医養成研修を受講した医師。認知症サポート医の機

能・役割として、①認知症の人の医療・介護に関わる

かかりつけ医や介護専門職に対するサポート、②地域

包括支援センターを中心とした多職種連携作り、③か

かりつけ医認知症対応力向上研修の講師や住民等への

啓発などがあり、地域における連携の推進役が期待さ

れる。東京都内の認知症サポート医については 01 を

参照。

認知症初期集中支援チーム
認知症サポート医、医療・介護の専門職で構成され

る多職種協働チーム。認知症になっても本人の意思が

尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮

らし続けられるように、認知症が疑われる人や認知症

の人及びその家族を訪問し、必要な医療や介護の導

入・調整や、家族支援、診断後支援などの支援を包括的、

集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

居宅介護支援事業所
自宅で介護を受けている要介護者（要介護 1 ～ 5 の

認定を受けた人）が、適切にサービスを利用できるよ

うに支援する事業所。担当する介護支援専門員（ケア

マネジャー）が、ケアプランの作成・運用を支援し、

介護全般の相談に応じる。東京都における居宅介護支

援事業所一覧は 02 を参照。

コーディネーションとネットワーキングの役割を担う社会資源

地域づくりに役立つ
社会資源リスト

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/soudan/iryou_kikan/support_meibo/index.html

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/shitei/togetsu.html

かかりつけ医
身近な地域で、保健・医療に関するさまざまな相談

に応じ、必要に応じて専門医療機関とも連携しながら

認知症の診断や初期対応を行い、家族や地域とのつ

ながりの中で、長期にわたるパートナーシップを築

き、日常的な健康管理など継続的な医療を提供する医

師。東京都では、地域拠点型認知症疾患医療センター

が、かかりつけ医認知症研修を実施している。

認知症疾患医療センター
認知症に関する専門医療相談、鑑別診断、初期対応、

急性期対応などの専門医療を提供するとともに、認知

症の専門職を育成し、認知症疾患医療・介護連携協議

会の開催や区市町村の認知症施策への協力などによっ

て地域連携体制の推進を図る専門医療機関。東京都内

の認知症疾患医療センターについては 03 を参照。

かかりつけ医と専門医療機関
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03 東京都福祉保健局　とうきょう認知症ナビ「東京都認知症疾患医療センター」

05

認知症カフェ　http://ninchishocafe.jugem.jp/

ケアラーズカフェ　http://cafearajin.com/

04 東京都福祉保健局　東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

認知症サポーター
認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認

知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けをす

る認知症サポーター養成講座の受講者。認知症サポー

ター養成講座は、認知症にやさしい地域づくりを目標

に、地域住民、金融機関やスーパーマーケットの従業

員、小中学校の生徒などを対象に区市町村や企業など

が開催している。

認知症カフェ、ケアラーズカフェ
認知症の本人や家族が気軽に過ごし、地域の人や専

門家と相互に情報を共有することができる居場所。お

互いを理解し合うとともに、地域づくりの拠点とされ

ている。ケアラーズカフェは、ケアラー（家族の介護

に携わる人）のためのカフェであり、情報交換や気軽

なコミュニケーションを通して、ケアラーをサポート

することを目的としている。05 を参照。

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）
介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）は、

市町村が中心となって、地域の実情に応じて住民等の

多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させるこ

とで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者

等に対する効果的・効率的な支援の実現を目指すもの

である。生活支援コーディネーターは、生活支援・介

護予防サービスの体制整備を進めていくために、多様

な主体による多様な取り組みのコーディネート機能

（①資源開発、②ネットワーク構築、③ニーズと取組の

マッチング）を担うものとされている。区市町村域（第

1 層）及び日常生活圏域（第 2 層）に配置される。下記

の URL を参照。

・厚生労働省老健局振興課
「介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-
Roukenkyoku/0000192996.pdf

民生委員・児童委員
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれ

の地域において常に住民の立場に立って相談に応じ、

必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人とされ

ている。児童委員（地域の子供たちが元気に安心して

暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安

や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う）を兼

ねる。06 を参照。

生活支援、家族支援、経済支援、権利擁護支援に関係する社会資源

もの忘れ外来、メモリークリニック
認知症疾患医療センター以外にも、認知症の鑑別診

断等の専門医療を提供している医療機関は多い。東京

都では、下記 04 の URL から認知症の診療に対応して

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/torikumi/iryoucenter/index.html

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/hospital/fk9023.php

いる最寄りの医療機関（病院、診療所）のリストを入

手することができる。

06 厚生労働省「民生委員・児童委員について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
seikatsuhogo/minseiiin/index.html
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認知症の人と家族の会
「つどい」（介護家族のつどい、本人・若年のつどい、

男性介護者のつどい）、「電話相談」、「会報の発行」な

どを通して、認知症の人と家族を支援する全国組織。

各都道府県に支部があり、それぞれの地域で「つどい」

が開催されている。07 を参照。

福祉事務所
社会福祉法第 14 条に規定されている「福祉に関す

る事務所」。福祉六法（生活保護法、児童福祉法、母子

及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉及び知

的障害者福祉法）に定める援護、育成または更生の措

置に関する事務を司る。生活保護の申請は区市町村の

福祉事務所で取り扱っている。08 を参照。

08 厚生労働省「福祉事務所」07 公益社団法人 認知症の人と家族の会 東京都支部のお知らせ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/
fukusijimusyo/index.htmlhttp://aaj-tokyo.txt-nifty.com/

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/controller?cmd=lst&actionID=conslt&SVCSBR_CD=121

社会福祉協議会
住民が主体となって地域における福祉の問題を解決

し、その改善向上を図るため、公私関係者の協力を得

て地域福祉を推進することを目的とする民間団体。①

地域住民の理解・関心を深め、住民参加を進めるため

の普及及び宣伝、②社会福祉関係機関・団体などの行

う福祉活動の連絡調整及び助成、③社会福祉関連事業

の調査・研究、④ボランティア活動の推進、⑤在宅福

祉サービスの提供や各種相談事業、心身障害・高齢者・

児童・母子福祉に関する事業、⑥各種援護資金、生活

福祉資金の貸付、⑦協働募金への協力、歳末たすけあ

い運動などを行っている。「日常生活自立支援事業（地

域福祉権利擁護事業）」の実施主体は社会福祉協議会

である。区市町村社会福祉協議会の所在は 09 を参照。

09 福ナビ　とうきょう福祉ナビゲーション「福祉の相談窓口情報」

成年後見制度推進機関
東京都では、「成年後見制度推進機関」を設置

運営する区市町村を支援し、成年後見制度の普

及促進を図っている。成年後見制度推進機関で

は、「成年後見制度について知りたい」「申し立て

の手続きが分からない」「後見人になってくれる

人を探している」など、制度全般に関するさまざ

まな相談への対応や、後見業務に関する研修を

行っている。各区市の成年後見制度推進機関は
10 を参照。

高齢者虐待に関する通報・相談窓口
高齢者虐待の被害にあったり、虐待を発見した

ときは、区市町村の高齢者虐待に関する担当窓口

又は、地域包括支援センターに連絡する。相談、

通達を受けた区市町村は、高齢者の安全や虐待の

事実の確認等を行う。11 を参照。

東京都消費生活総合センター
東京都では、都内在住・在勤・在学者を対象に

消費生活全般の相談に応じている。高齢者の経済

被害等について本人・家族が相談する場合には

「高齢者被害 110 番」（03-3235-3366）、介護事

業者・民生委員など高齢者に身近にいる人が通

報・問い合わせをする場合には「高齢者消費者見

守りホットライン」（03-3235-1334）を利用する。
12 を参照。

10 東京都福祉保健局「成年後見制度利用に関するご相談先一覧」

11 東京都福祉保健局「高齢者虐待に関する相談・通報窓口」

12 東京くらしWEB「消費生活相談窓口のご案内」

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/kouken/torikumi.html

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/ninchi/gyakutai_madoguchi/
index.html

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/sodan.html
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14 若年性認知症コールセンター

http://www.y-ninchisyotel.net/index.html

若年性認知症総合支援センター
若年性認知症支援コーディネーターが、本人や家族

からの多岐にわたる相談に、ワンストップで対応する。

地域包括支援センターや医療機関等の専門機関からの

相談についても、必要な助言を行い、相互に連携しな

がら若年性認知症の人や家族への支援を行う。

若年性認知症に関係する社会資源

13 東京都福祉保健局　とうきょう認知症ナビ「若年性認知症総合支援センター」

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/soudan/jakunen_center/index.html

◎東京都若年性認知症総合支援センター

　相談専用電話番号：03-3713-8205

　（平日 9：00 ～ 17：00）

　所在地：目黒区碑文谷 5-12-1 TS 碑文谷ビル 3F

◎東京都多摩若年性認知症総合支援センター

　相談専用電話番号：042-843-2198

　（平日 9：00 ～ 17：00）

　所在地：日野市大坂上 1-30-18 大竹ビル 2F　

若年性認知症コールセンター
若年性認知症に関する多様な電話相談に応じる窓口。

愛知県の認知症介護研究・研修大府センターに設置さ

れている。相談専用電話は 0800-100-2707（月～土

10:00 ～ 15:00）。下記の URL を参照。

15 東京都福祉保健局「とうきょう認知症ナビ」

16 厚生労働省「認知症施策」

17 厚生労働省「総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）」

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html

・東京都の認知症施策全般については 15 を参照。

・厚生労働省の認知症施策については 16 を参照。

・介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）については 17 を参照。

国や都の認知症関連施策に関する情報
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