
結論 

•自発的な参加率は取り組み前後で有意な差がなかった 
•アンケート結果【進んで参加する】においても有意な差はなかった 自発的な参加について 

•通所者の多くは、リハビリテーション目的であるためレクリレーションの参加に対
して意欲的でなかったが、通所者の目的に沿ったレクリレーションを選択するこ
とで肯定的な意見が増えたことから、レクリレーションの質は向上したと考える。 

レクリエーションへの意識 

•個々の趣味や余暇歴も生かしながら、楽しみながら参加できるレクリレーション
を提供していきたい 

•そのために、施設全体で取り組むなどの検討も必要 
今後の課題 
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□ リハビリなどで遅れて参加されている。 
□ 声掛けを行うと子供じみたことはしたくないと否定的な意見があった。 
□ 順番が終わるとデイルームに戻ってテレビを見ている。 

 □ レクの始まる時間前に、集合されている方が多く見られた。 
 □ 声かけを行っても否定的な意見がなくなった。 
 □   最後まで参加されていた。 

レクリエーション検討前 レクリエーション検討後 
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認知症カンファレンスの取り組み（第2報）
～地域における認知症ケアの標準化をめざして～

発　表　者 高木　宏明 長野県　組合立諏訪中央病院

共同研究者 吉岡　輝昌、桧原　史子、井山　啓、奥　知久、磯部　隆、鍋島　志穂、竹内　廉、
須田　万勢

　これからますます重要となる認知症の地域ケアに
おいては、認知症に関する知識の普及から、発症予
防、早期発見、認知症を患う方やそのご家族へのケ
ア、そして終末期のケアまでさまざまな局面があり
ますが、私たちの諏訪中央病院のある長野県茅野市
での取り組みはポスターに示しますように決して十
分なものとはいえません。

　また家庭や施設などケアの現場ではそれぞれ孤立
した試行錯誤が繰り返されている状況です。
　私たちはこうした地域の現状を鑑み、地域における
認知症発症の予防と発症者に対するケアの質がより
高いものとなることを最終目標に、昨年1月プロジェ
クト「認知症カンファレンス」を立ち上げました。
　私たちがまず取り組んだのは、地域の認知症ケア
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に当たっているスタッフが、それぞれの事業所等で
思い思いに試行錯誤している現状を改善しケアの標
準化を図るために、職種や事業所を越えたケアス
タッフの集う場を作ることでした。
　こうした場を「認知症カンファレンス」と名づけ、
昨年6月以来先日の第6回まで、知識共有のための
学習と事例検討を行ってきました。
　参加者の職種は介護福祉士、介護員、看護師が中
心で、多くがケアマネジャーの資格を有していまし
た。参加人数は平均68名、参加事業所は54箇所に
わたりました。
　第4回まではグループワーク形式での事例検討を
中心に行い、その結果、アンケートから読み取れる
ように、違う職場の違う職種の人たちと知り合いに
なり、いろいろな意見を聞いて自分のケアのあり方
を振り返る場となりました。「学ぶ機会が身近にで
きてうれしい」という声に見られるように、こう
した学びと交流の場は地域のケア現場のスタッフの
ニーズにも合致していたと考えられ、第5回のアン
ケートをみると、リピーターとそれなりの初回参加
の方とが入り混じる状況になっています。
　第5回、6回は認知症に関するレクチャーを中心
に行いました。このレクチャーが好評でしたので第
7回予定の3回目のレクチャーと合わせて「認知症
基礎講座」として整理しました。講座は3回シリー
ズで、第1回では「認知」とは何か、認知症ではそ
れがどうなってしまうのかを学び、その過程で味わ
う認知症の方の心理を追体験します。第2回では認
知の障害がいかにしてさまざまな症状に結びついて
いくのか、そのプロセスを考えます。予定している
第3回ではそれまでの学習を踏まえ、認知症の方々
へのケアのあり方、対応の仕方を考えます。
　これらのレクチャーの参加者からは「認知症の
方の気持ちに触れることができた」「認知症の方の
心理は自分たちと変わらないということが実感でき
た」といった声をいただき、アンケートの集計か
らも「今後の考え方・見方、ケアの進め方が変わ
る」という感想が大半を占め、レクチャー聴講を
仲間に勧めたいとの評価をいただきました。
　一方私たちは、カンファレンスの活動と並行して、

病院内の急性期医療の現場における認知症を有する
患者へのケアのあり方を見直す機会を提供するため
に、現場の看護師3名の参加を得て「認知症ケア研
究会」を立ち上げ、8月に院内学習会を開催しました。
　また今年は行政の関係者とともに予防活動にかか
わっていけるよう連携を図り、今年度から計画され
ている予防教室を協働して開催していくことになり
ました。
　総括と展望です。
　認知症カンファレンスは計6回開催し、市内外の
多数の事業所から平均68名が参加しました。事例
検討を行う中で地域の事業所を越えた、スタッフの
間の連帯感・仲間意識が芽生え、ケアのモチベー
ション向上につながりました。
　またそこで行った認知症基礎講座もあいまって、
ケアスタッフに認知症理解・考え方に変化が生まれ
つつあり、それが参加者の中で共有されつつあります。
　並行してスタートした「諏訪中央病院・認知症
ケア研究会」と「予防教室」の活動はまだ端緒に
ついたばかりで、今後の活動の継続と評価が必要と
考えています。
　今後に向かっては好評を得た「認知症基礎講座」
を独立させて、3回シリーズで市内のさまざまな対
象者に繰り返し提供する活動を年明けからスタート
させたいと考えています。
　それに伴い「認知症カンファレンス」は事例検
討中心のスタイルで今後も継続をしたいと思います。
　予防活動に関しては知見を深め、その内容を工夫
し、予防教室を充実させたいと考えています。
　できれば「認知症基礎講座」とともに「予防教
室」をツールとして充実させて、地域でもともと
盛んな公民館活動や、長野県独自の健康活動である
保健補導員の制度と連携して地域で展開していきた
いとも考えています。
　こうした活動を通して地域の認知症ケアが予防か
ら終末期ケアまで、よりよい方法論や手法が開発さ
れ共有され展開されることを今後もめざしていきた
いと思います。

｜1072｜



       

 認知症カンファレンスの取り組み（第２報） 
～地域における認知症ケアの標準化をめざして～ 
 長野県組合立諏訪中央病院 

高木宏明、吉岡輝昌、桧原史子、井山啓、奥知久、磯部隆、鍋島志穂、
竹内廉、須田万勢 

背景：地域の認知症対策の現状 
 地域では、認知症に対する地域ケアのあり方がますます問われ、今後それはさら
に重要なものとなってくる。 
 しかしながら私たち諏訪中央病院がある長野県茅野市においては、認知症対策
は他の地域に比べいまだ不十分な状況との感が否めない。 
 下に示すように、地域での認知症対策には、地域住民に対する知識の普及を目
指した活動から、予防、早期発見、家族やケアスタッフによる実際の日常のケア、
そして終末期のケアまで、さまざまな局面・位相があると思われるが、当地で実
施できている対策は以下のようなものにとどまっている。そして家庭や各ケアの 
現場では孤立した試行錯誤が繰り返されている。 
 こうした地域の実情に対して、地域医療を標榜する私たちとしてできることは何
か、その検討の結果が昨年からのプロジェクト“認知症カンファレンス”に結びつい
た。 
 昨年は取り組みが始動した初年の活動の経緯を報告したが、今回その後の経過も
含めて私たちのプロジェクトの概要を今後の展望も含めて報告する。 

プロジェクト“認知症カンファレンス” 

 
 
 

地域における認知症ケアと当地域での実情 

認知障害の進行  地域住民  
地域の高齢者 

  終末期 認知症発症 

  

活動内容 
昨年から現在までの取り組み 

【目的と目標】 
 私たちは地域の現状を鑑み、平成23年1月、プロジェクト“認知症カンファレン 
ス”を立ち上げた。 
 その目的は、最終的に認知症の発症を少しでも予防できるよう、そして、発症者 
に対するケアがより質の高いものとなるよう、地域の状況を改善することにある。 
 
 【初年度目標】 
 私たちは初年度のプロジェクトの目標を「地域の看護・介護を中心としたケア者 
たちのための交流と学びの場であるカンファレンスを開催し定例化する」とした。 
 【今年度目標】 
 カンファレンスの場を通して認知症ケアに対する知識・考え方の共有化を進める 
と同時に、関心の薄い病院内でも取り組みを開始すること、そして行政との協働の 
体制づくりに着手することを目標とした。 
 
  

認知症に関す
る知識の普及 

発症予防 早期発見 
認知症ケア 
家族 
医療・看護・介護 

終末期ケア 

茅野市での取り組みの現状 （長野県茅野市：人口約56000人、高齢化率24.4％） 

年1回程度の講演会の開催 
（茅野市地域福祉プロジェクトによる） 

チェックリストによる 
予備軍の拾い上げ（行政） 

3年に1度（最終は23年・197人） 

家族会（市独自） 
2ヶ月に1度の会合 

参加者は会長・副会長＋3名程度 

 

  
【目的】 

 地域の認知症ケアスタッフがそれぞれの事業所で思い思いに試行錯誤のケアを行っている現
状を改善しケアの標準化を図る。 

【方略】 
 事業所も職種も異なるケアスタッフが集い、主体的に発言・意見交換ができるグループワー
ク形式の場を設け、知識共有のための学習とケースカンファレンスを行う。 

 

認知症カンファレンス  
 
 

【目的】 
 地域の基幹病院である当院のスタッフが、急性期治
療の現場における認知症患者への対応のあり方を見直
す機会を提供する。 

【方略】 
 認知症に興味をもつスタッフを数名募り認知症ケア
に関する研究会を立ち上げ院内での学習会を開催する。 

諏訪中央病院 
認知症ケア研究会 

【結果】 
 看護師3名を加えて研究会を発足。本年8月17日第
１回学習会を開催。 
 まだスタートしたばかりであり評価はこれからと考
えている。 

地域での認知症予防活動 

【目的】 
 地域で市の関係者とともに認知症予防活動を展開する。 

【方略】と【結果】 
 行政の介護保険係や保健師と連携し予防活動に着手す
る。結果今年度から計画されている予防教室にまずは講
師として参加することとなっている。 

                   【結果】 
①これまで計6回のカンファレンスを開催した。 
  第１回 23年6月16日、第２回 23年8月4日、第３回 23年10月20日 
  第４回 24年2月24日、第５回 24年6月8日、第６回 24年9月25日 
②参加者は介護福祉士、介護員、看護師が中心でケアマネジャーの資格を有するものも多かっ   
 た。その他理学・作業療法士、保健師、社会福祉士、社協職員、医師の参加もみられた。 
③参加人数は24名～130名で平均68名であった。これまでに参加した事業所は54箇所にわ   
 たった（市内49事業所、周辺市町村5事業所）。 
④第４回までは事例を取り上げ、グループワーク形式で事例の理解・対応のあり方について 
 ディスカッションする形を中心にしたこともあり、アンケートでは「違う職場の違う職種の 
 人たちと知り合いになれてよかった」「そうした人たちのいろいろな意見が聞けてよかっ 
 た」「ディスカッションを通して自分のケアのあり方について振り返ることができた」とい 
 う声が多かった。 
⑤第５回、第６回はレクチャーを中心に開催し、その内容についてと、それが自分のケアにど 
 う影響しそうかアンケートにて尋ねた。結果は「認知症の方の気持ちに触れることができ 
 た」「認知症の方の心理は自分たちと変わらないということが実感できた」「今後のケアに 
 おいて見方が大いに変わる」といった内容の声が多かった。 
⑥アンケートから第５回、第６回のレクチャーの評価が高いことが伺えたため、第７回（本年 
 11月28日）予定の内容と合わせて「認知症基礎講座（３回シリーズ）」として整理した。 
   認知症基礎講座  その１ 認知症の『認知』って何？ 
                認知症になるとその『認知』がどうなっちゃうの？ 
            その２ 認知症の人たちの症状はどうやって現れてくるの？ 
                なぜあんな不可解な言動をとるの？ 
            その３ 認知症の人の症状にはどう対応したらいいの？ 
 

今年度の予定 
認知症予防教室（行政） 

19名を対象に11月より３回シリーズ 

これまでの総括 

１．「認知症カンファレンス」は6回を終了し、市内外 
  の多数の施設から平均68名が参加した。 
２．ケースカンファレンスを中心としたディスカッショ 
  ンの中で、地域のさまざまな事業所のスタッフの間 
  に連帯感・仲間意識が芽生え、ケアのモチベーショ 
  ン向上につながった。 
３．認知症に関する基礎知識のレクチャーもあいまって 
  ケアスタッフの認知症の理解・考え方に変化が生ま 
  れ、それらが参加者の中で共有されつつある。。 
４．「諏訪中央病院・認知症ケア研究会」「予防教室」 
  についてはまだ端緒についたばかりであり、今後の 
  粘り強い取り組みが必要である。 

今後の展望 

１．「認知症カンファレンス」で行ったレクチャー 
  「認知症基礎講座」が好評であり、これを独立さ 
  せて①地域のケアスタッフ向け、②病院のスタッ  
  フ向け、③地域住民向け、④認知症高齢者の介護 
  者向けに年2シリーズづつ程度実施できそうであ 
  る。11月に予定している「その３」実施後年明 
  けからスタートさせたい。 
２．それに伴い「認知症カンファレンス」は再び事例 
  検討中心のスタイルで継続していきたい。 
３．予防に関する私たちの知見を深め、予防教室を充 
  実させたい。シリーズ化できれば「認知症基礎講 
  座」と並列で地域に提供していく体制を整えたい。 
４．もともと盛んな地域の公民館での学習活動や保健 
  補導員という長野県独自の制度と連携していきた 
  い。その際のツールとして「認知症基礎講座」 
  「予防教室」を活用したい。 

参加者へのアンケート結果より 
■自由記載欄より 
○第1回 ・他施設の皆様の色々なご意見をお聞きすることができてよかった。 
      ・色々な立場の方の意見を伺うことができ本当によかったです。 
      ・考える仲間にたくさん出会えてよかったです。 
      ・事業所を超えてのカンファレンスはとても素晴らしいと思う。 
      ・学ぶ機会が身近にできてうれしいです。 
      ・もう一度自分の介護について考えていきたいと思いました。 
○第2回 ・グループワークで気づきの多さに驚きました。 
      ・ケアマネさんの多いグループでするどい指摘がたくさん聞けて参考になりました。 
      ・情報収集の大切さがよく分かりました。情報収集することでよりよいアセスメン  
       トができ、良いプランが作られるのではと思います。 
○第3回 ・同じような入居者対応で困っていました。参考になります。 
 

■第5回、第6回アンケートより 
    参加回数は？（参加者47名）  認知症基礎講座を仲間にすすめますか 
 
 
 
 
 
 
 
 考え方・見方やケアの進め方の変化 
                  ・本人のペースで介助するようになった。 
                  ・焦らずに関われるようになった。 
                  ・認知症の方の気持ちの理解が深まった、わかるよ 
                   うになった。 
                  ・関わりにゆとりができた。受け止められるように 
                   なった。 
                  ・言葉や行動の意味を考えるようになった。 
                  ・認知症を身近に感じ考えるようになった。 
                  ・相手の気持ちに寄り添える声かけを心がけるように 
                   なった。 
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