
山鹿市は、熊本県の北端に位置し、高齢化率30.4%、
要介護認定率は、20% を上回り、認定要因の多く
を認知症が占めています。今後、高齢者の増加と共
に認知症への支援が急務となっています。山鹿市は、
平成17年に1市4町で合併し、旧町単位及び中学校
校区を基本として8つの生活圏域、地域包括支援セ
ンターは、直営で1箇所、介護保険課内に設置され
ています。

平成19年、国の認知症地域支援体制構築事業を契
機に、「認知症になっても安心して暮らせるまち」
をめざし、「人材育成と啓発」、「早期発見・早期支
援体制整備」、「地域資源ネットワーク構築」、「地
域の拠点づくり」の4つの柱で事業を展開してきま
した。各事業における取組みについて報告します。

市で独自に養成した認知症地域サポートリーダーは、
現在379名、行政や介護事業所等と共に、地域での
啓発や認知症の人とその家族を支える活動を行って
います。

認知症の早期相談対応や医療・介護・地域連携をス
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認知症の人を支える 
医療・介護・地域連携のありかた 

～地域連携体制構築の5年間の報告～ 

       熊本県山鹿市介護保険課 
                保健師 田中 寿子 

認知症地域サポートリーダーの活動 

 
サポートリーダーは１年間の講座を受講し、 
それぞれの地域での活動を展開 
• 身近なところで認知症の人や家族のサポート役 

• 地域でキャラバンメイトとしての啓発活動 

• こどもサポーター養成講座 （グループワークのファシリテート） 

• マップ作成継続と協力者を増やす活動 

• サロン、地域の縁がわの実施 

• 認知症の人と家族のつどいの開催 

• 地域密着サービス事業所の運営推進会議への参加 

• 地域の見守り活動や徘徊者の捜索協力 

• 活動拠点づくり（法人や事業所の立ち上げも） 

• 民生委員や福祉協力員と連携した個別訪問 
 

 
各圏域ごとのブロック会議の実施 
（各２ヶ月に１回）→地域課題の検討、
活動計画・報告（包括スタッフが参加） 

 

事業の経年経過（Ｈ１９～認知症地域支援体制構築事業を起点として） 

GH１０ 
小規模１０ 

成年後見
ｾﾝﾀｰ 

GH７ 
小規模７ 

GH５ヶ所 
小規模５ヶ所 

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ拠点 

 
地域の拠点づくり 

市民後見人養成 

ＳＯＳメール登録 
権利擁護ﾈｯﾄﾜｰｸ 
（法律関係者・医療・社協・行政） 

認知症地域支援推
進員 

３ヶ所 ２ヶ所 徘徊模擬訓
練（1ヶ所） 

徘徊ＳＯＳﾈｯﾄﾜｰｸ 
（警察・行政・事業所・地域） 

地域型疾患医療ｾﾝﾀｰ指定 
認知症強化型包括 

医療連携ﾈｯﾄﾜｰｸ 
（かかりつけ医・専門医・包括） 

介護予防
拠点２ 

項目 事業  Ｈ１９  Ｈ２０  Ｈ２１  Ｈ２２  Ｈ２３ 

人材育成と啓発 認知症地域サポートリーダー 
養成 

2期生 3期生 4期生 
1～4期総計379人 

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ 
子どもｻﾎﾟｰﾀｰ 

23年度末 
約 8000人 

 その他のｻﾎﾟｰﾀｰとの連携 
  

 介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰ 
   脳いきいきｻﾎﾟｰﾀｰ 

ｷｯﾁﾝｻﾎﾟｰﾀｰ 

生活支援サポーター 
 

地域資源ﾈｯﾄﾜｰｸ 
構築 

認知症地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ 
（医療・介護・地域・行政） 

ﾈｯﾄﾜｰｸ研究会 
（月１回の定例会議および 

4ヶ所 

 

介護予防拠点や縁がわ 
サロン活動 

 ふれあいサロン、地域の縁がわ 

GH９ 
小規模８ 

ものわすれ相談 

１期生 

介護予防
拠点６ 

介護予防
拠点１０ 

早期発見・早期支援
体制整備 

研修会・事例検討会・市民講座の開催） 

山鹿市の概況 

• 人口 56,369 人 

• 高齢者 17,156 人（高齢化率 30.4 ％） 

• 要介護認定者数 3,539人（認定率20.7％） 

• 認知症日常生活自立度 

   Ⅰ以上の人  2,711人（高齢者の15.8％） 

   Ⅱ以上の人  1,916人（高齢者の11.2％） 

   Ⅲ以上の人   951人（高齢者の5.5％） 

• 日常生活圏域 8圏域 

• 地域包括支援センター 直営１か所 

• 温泉（山鹿温泉・平山温泉・菊鹿温泉など） 

• 装飾古墳、古代山城などの史跡 

• 商業（観光）と農業のまち 

鹿北 

菊鹿 
川辺・平小城・三岳 

八幡・三玉 

山鹿 
大道 鹿本 

鹿央・米田 

（H２4年3月） 

地域と事業所の協働・人材育成のための 
認知症地域サポートリーダー養成講座 

①目的 

 認知症の人やその家族への適切なサポートや、地域住民に対する啓発活
動およびネットワーク活動の実践ができる人材を育成（キャラバンメイト養
成研修を兼ねる） 

②対象者 

 介護・医療サービス事業所の職員 

 地域包括支援センター職員や社協職員 

 広報で募集した一般市民                     

③内容 

 1年間・毎月1回の研修会とグループワーク 

 小規模多機能ホームでの実習 

 地域資源マップ作成や徘徊模擬訓練への参加 

 出前講座の企画と参加 

講座の視点は 

正しい理解 

本人中心の支援 

まちづくり 

人材育成と啓発 

年齢や職種もさまざまな市民・事業所・スタッフを、8つの生活圏域ごとに分け、グループワークや
出前講座企画、マップづくり等を実施。互いに知り、つながることが狙い 
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ムーズに行うため、地域包括支援センター内に「認
知症地域支援推進員」を配置し、認知症疾患医療
センターを始めとする関係機関との連携や地域住民
及び家族への支援等を行っています。

平成20年に「認知症地域支援ネットワーク研究会」
を発足させ、医療・介護・地域との連携、事例検討
会や相談連携を行う中から「地域とのつながりを
断たない支援が必要」、「よい関わりで入院や入所
の必要性が格段に減る」といったことが見えてき
ました。

徘徊 SOS ネットワークと徘徊者捜索声かけ模擬訓
練を行うことで、近隣の声かけで行方不明を未然に
防いだり、行方不明者の発見までの時間が短縮する
等、少しずつではありますが徘徊が“NO”ではな
いまちに近づきつつあることを感じます。

権利擁護の必要な人へ適切な対応を行うため、平成
22年に市社会福祉協議会が成年後見センターを開
設、法人後見の相談支援と共に平成23年度から市
民後見人養成講座を行い、認知症の人の権利を守る
活動を地域包括支援センターと協働し行っています。

認知症の人が地域で暮らし続けることを支えるため
の拠点として、地域密着型サービス・介護予防拠点
の整備及びサロンや「地域の縁がわ」活動の支援
も行っています。

   相談対応や支援の過程から見えてくること 

●地域住民や友人との関係が続いている時点で相談があれば、支援者も得られや
すく、役割を果たしてくれる人も多い。ある程度までは、サービスなしでも暮らして
いけるし、サービス開始後も関係が続けられる。 

●一旦地域や友人と切り離されると、その後につなごうとしても難しく、介護サービス
だけで支えなくてはならなくなる（暮らしの幅が狭くなる）                                
→地域とのつながりを断たない支援が必要。 

●軽度の認知症の段階から、本人との関係づくりや周囲の支援をコーデイネートする
人材が必要。かかわりを続けながら必要なタイミングで医療や介護につなぐ。 

●鑑別診断は必要だが、「病名」より「暮らしにくさ」への支援が重要。 

●いいかかわりによって、入院や入所の必要性が格段に減る   

 
H22～23年度新規相談者のうち、半年～1年後の状況を確認（65人） 

 ①在宅で介護保険サービス利用開始 26人  
  （うちサービスのみ13人、周囲の支援＋サービス13人） 
 ②施設入所や入院中 9人（特養・GH・入院） 
 ③在宅でサービスなしで生活 30人  
  （うち周囲の見守りや支援あり 24人） 
  
 65人中、専門医受診（診断）を受けた人 19人 

早期発見・早期支援体制整備 
「認知症地域支援推進員」を中心に、                  
早期からの相談対応と継続支援、地域への支援を行なう 

○タッチパネル式ものわすれ相談プログラム（鳥取大学
浦上教授開発）の活用（介護予防教室等で活用） 

○地域包括支援センタースタッフによる随時相談対応と
丁寧な「継続支援」 

  （地域啓発が進むことにより、地域からの早期の相談
が増加、それぞれのケースに、認知症地域支援推進
員や保健師が中心に継続支援） 

○認知症疾患医療センター（地域型）との連携（ｻﾎﾟｰﾄ医
やＰＳＷとの定期・随時相談対応、事例検討、ケア会
議等） 

早期発見・早期支援体制づくり 

多職種事例検討会（医師・ケアマネ・サービス事
業所・包括・地域ｻﾎﾟｰﾄﾘｰﾀﾞｰ等が参加）や地域
ケア会議を行うことにより、互いの立ち位置を知
り、それぞれの専門職や住民の思いや行動の
ズレを減らしていく。 
 
大切なことは、「当事者視点の共有」。 

認知症地域支援ネットワーク 

介護サービス事業所 

ケアマネジャー 

介護 

サポーター、サポートリーダー 
認知症の人・家族 

地域包括支援センター 

医療 

認知症疾患医療センター 

地域住民  

保 健 

福 祉  

行 政  

地域拠点型センター：山鹿回生病院 
基幹型センター：熊本大学病院 

専門医療機関 

かかりつけ医 

精神科病院・クリニック・総合病院
神経内科・脳外科等 

  地域資源のネットワーク構築 

医療・介護・包括     
サポートリーダーに  

よる月1回の定例会議、 
事例検討や市民向け 

研修会等を実施 

※疾患医療センター・包括地域支援推進員による
定期 （月2回）および随時相談対応 

サポート医との定期会議 

訪問・相談支援 

医療機関訪問・相談・つなぎ 

市民・家族としての参画 

事業所訪問・相談支援 
つなぎ 

※事例検討は事業所・ケアマネ・包括・疾患医療
センター等の事例を検討 

ネットワーク主催の市民フォーラムの開催    
（年1回） 

目的：認知症の人や家族 
市民がいつ、どこに相談し
ても適切な支援（医療・ 
介護・地域の支援）につな
がっていく仕組みづくりを
する。 

   徘徊ＳＯＳネットワークと 
  徘徊者捜索声かけ模擬訓練 

  行方不明者を早期発見するための
メール登録制度（警察と連携）、 
市民や事業所が参加 

 

  徘徊模擬訓練は校区単位で、地域
のｻﾎﾟｰﾀｰや事業所とともに計画、 
実施 

地域資源のネットワーク構築 

 ○地域の中で必要性が理解され、地区行事として「模擬訓練」  

  を位置づけ、主体的に実施されるようになった。 

 ○行方不明になることを未然に防ぐこともできるようになった 

  （近隣の方の声かけ） 

 ○行方不明になった時に、発見までの時間が短縮できている 

  （地域の「探す力」が上がった） 

模擬訓練を続けることによって・・ 

模擬訓練は毎年1ヶ所ずつ増やす 
（協力事業所を中心に、地域との話し合いにより） 

社会福祉協議会 

市民後見人 
（養成講座修了生） 

○法人後見 
○日常生活自立支援事業 
○任意後見・あんしんサービス 

やまが成年後見センター 

市民後見人として活動 

地域包括支援センター 

関係各課 

法律関係者 

介護・福祉サービス関係者 

各種相談関係者 

虐待対応 
市長申立て 

支援員として活動 

研修・実務経験 

サポート 

地域資源のネットワーク構築 

権利擁護ネットワーク 

医師・弁護士・司法書士・行政       
障がい相談員・学識経験者・施設代表   
民生委員 

運営委員会 

Ｈ２３年度からは 
市民後見人養成講
座を開始 

権利擁護の必要な人への適切な対応を行うため、 
Ｈ22年度 市社会福祉協議会に成年後見ｾﾝﾀｰを開設。 
運営、相談支援、市民フォーラム開催等、協働実施。 
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5年間の取組みにより、国保及び後期高齢者医療費
の推移をみると、認知症の理解や早期受診による

「受診率の上昇」及び在宅復帰の促進による「1件
当たり日数の減少」が見受けられます。

また、以前は、認知症を隠したり、「迷惑行動が
あって困る」といった苦情のような相談から、現
在は、「どのように関わったらよいか」と自分達の
課題として捉え支援しようとする人が増えています。

ここで事例を紹介します。この事例の方は、認知症
があり、火事を出され、一旦は、地域から在宅生活

は、困難との声も上がりました。しかし、本人・家
族・地域の関係者を含めた地域ケア会議で、本人の

「家で暮らし続けたい」思いを共有し、在宅生活に
必要な支援について皆で考え、現在も地域の協力や
見守りを受けながら、在宅生活を継続されています。

近年、認知症があっても地域で暮らし続けられる
ケースが増えてきています。これまでの事業の取組
みが少しずつ成果として現れてきているように感じ
ます。
目標とするまちづくりには、長い道のりはあります
が、「地域の中で認知症があっても地域住民として
普通に過ごせる場所を確保すること」、そして、「本
人の暮らしに寄り添うための医療・介護及び地域住
民を含めたチームケア体制」を更に整えていくこ
とに取り組んでいきたいと思います。

 事業に取り組んで変化してきたこと 
         徐々に「空気」が変わってきた 

●「認知症」を隠さない雰囲気が広がってきた 

●早期からの相談が増加 

●「苦情」は減ってきた 

●相談内容の変化「迷惑行動があって困っている」 

→「このような行動をされることに、どのように関わってあげればよいか」 

●鑑別診断を目的に専門医受診する人が増えた 

●かかりつけ医からの専門医紹介が増えた 

●地域の支援やサービスを受けながら在宅で暮らし続けられる人が増えた 

●地域拠点等で、認知症の人が地域の人と共に普通に過ごしている場面が 

 よく見られるようになった 

       

 

 

多くの市民は認知症の人を排除しようとはしていない。 
むしろ自分たちの課題と捉えて支援しようとしてくれる人が多い。 

 

実践から見えたこと。 
本人とその暮らしを見ながら継続してかかわる人とチームケアが必要。 

だから地域の力が欠かせない。 

認知症の人の「暮らし」を支えるためには、医療･介護サービスだけでは必要な支援が
できない。当事者意識を持つ地域の支援者の力を生かすことが重要。 

認知症の早期の段階から、暮らしの継続性を大事にし、地域住民を含めたチームケ
アを行う体制を整えること。そのための地域ケア会議が重要（医療も介護もチームの
一員としてケア会議に参加する。専門職の横のつながりも必須）。 

すべての関係者が「かかわりの目線」を共有することが認知症の人や家族のダメージ
を減らし症状の安定や「その人らしい暮らし」の継続につながる（入院や入所も減らせ
る）。 

地域の中で認知症の人が住民として普通に過ごせる場所を多く確保すること（本来は
まち全体が生活の場）そのための啓発と人づくり、場づくりを。 

【事例】 火事を出しても暮らし続けられる人 

○70代 独居男性 要介護２（アルツハイマー認知症） 

【経過】 

低栄養状態での入院から退院後、通所3回/週、配食サービス、社協の権利擁護 

事業等を利用しながら在宅生活を始めた。 

通所利用のない日に、家の周囲の雑草や枯葉を燃やし、近隣の住宅3軒に燃え 

移り全半焼。近隣や親戚からは施設入所や入院または、県外に住む娘が引き取 

るようにすべきとの意見が出される。 

 
地域ケア会議 

（出席者）本人・家族・地域関係者・事業所・社協・ＭＳＷ・地域包括支援センター 
（検討した内容） 
 ○本人の望み「ここで暮らし続けたい」を確認合意する。 
 ○本人の暮らしに沿った形で小規模多機能でのサービス利用（泊りも組み合わせ）                     
 ○火災の予防策の検討（火災報知器や消火器の設置） 
 ○民生委員や近隣の方の協力を得ながら見守り体制の充実 
 ○成年後見制度へ移行 
 

               ※現在も独居生活を継続している 

 
 
Ｈ23年とＨ16年の「受診率」及び「１件当たりの日数」を比較すると 
入院及び入院外受診率⇒２倍以上の上昇・・・疾患に対する理解や受診率の向上 
入院及び入院外１日当たりの件数⇒約４日間の短縮…早期の段階での相談の増加 
                                   在宅復帰の促進                                    
  
 

認知症施策を通しての 
国保及び後期高齢者医療費の疾病状況推移  

 

※中分類 血管性及び詳細不明の認知症 
       アルツハイマー病の合計 
                （各５月診療分） 
 

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

山鹿市 0.44 0.52 0.58 0.54 0.71 0.74 0.91
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入院及び入院外の受診率 

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

山鹿市 12.6 10.8 11.8 11.6 9.9 10.2 8.5
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入院及び入院外１件当たり日数 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

地域拠点整備と活動支援 
（地域密着型サービス・介護予防拠点等） 

   
地域密着型サービスは認知症の人を地域で 
支えるための有効なサービス拠点。 
日常交流や相談窓口、徘徊捜索声かけ模擬訓練の拠点、 
サポートリーダーの実習施設としても活用。 
 
 
                   

 
介護予防拠点も重要な活動拠点。 
（地域密着事業所・障がいの事業所・学童施設等との併設） 

 

出会う機会のなかった人同士のつながりや                   
新たな関係性が生まれる 

地域の拠点づくり 地域介護・福祉空間整備交付金を活
用、圏域を指定し公募により整備 

 
 
サロン活動や「地域の縁がわ」活動 

地域に住む一人として、          
    認知症の人も参加する場 
住民や子ども達も自然に 
   「ふれあい、理解する場」 
家族の相談や発散の場 

｜475｜




