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（現在進行中）

 

＜はじめに＞

○平成26年度に東北大学と認知症リスク調査の受託研究契約

○CDR（臨床的認知症尺度）判定の勉強会

講師 東北大学 目黒謙一 教授

○対象地区への調査説明会

（平成27年1月、平成27年6月 計６回）

↓

○平成27年3月 調査開始

↓

○平成28年1月 判定会議終了

現在は調査後の経過を確認するフォロー訪問を実施中
2

 

はじめに、平成 26 年度に東北大学と認知症

リスク調査の受託研究契約を結び、４行政区を

対象に認知症リスク調査を開始しました。  

現在は調査後の経過を確認するフォロー訪

問を実施していることから、調査の概要、結果、

現在の訪問状況について発表します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目的＞

①認知症を早期に発見し、早期治療や早期支
援に結びつける。

②専門職が、CDR(臨床的認知症尺度)判定を

適切に使用することができ、今後も増加すると
予測される認知症を早期発見できるスキルを
身につける。

 

調査の目的は抄録をご参照ください。  

＜対象＞

行政区 対象

城山区 65歳以上の高齢者
①ご家族と同居している方
②独居の方

黄金区
日向区
下町区

75歳以上の高齢者

対象者合計 444人

同意者合計 108人
 

対象はスライドの通りです。  

調査の同意者は 108人でした。  

＜調査実施までの流れ＞

１．CDR判定勉強会

２．住民説明会（認知症勉強会・調査説明会） 東北大学中村助教・包括

３. 黄金区・日向区・下町区で説明会に参加しなかった方への調査依頼書送付、
訪問による意向確認、電話(２回)による意向確認実施

年月日 行政区 対象

平成２７年１月 ７日 城山区 区長、民生委員、健康推進員、福祉推進員

平成２７年１月１９日 城山区 １回目：６５歳以上の住民
２回目：自治会役員対象

平成２７年６月 ５日 黄金区
日向区
下町区

区長、民生委員、健康推進員代議員・推進員、
地域福祉会長・福祉推進員、老人クラブ会長

平成２７年６月１９日 ①日向区
②下町区

７５歳以上の住民

平成２７年６月２６日 黄金区 ７５歳以上の住民

 

調査までの流れです。  

CDR 判定の勉強会、対象住民への説明会、
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訪問や電話により調査の同意を確認しました。  

＜調査開始（平成２７年３月～平成２７年１１月）＞

１．訪問調査（健康課保健師、臨時保健師、訪問看護ステーション、

リハビリテーション科、包括）

本人、家族より聞き取り（１人あたり約２時間、夫婦の場合３時間）

＜調査対象者情報＞

・基本情報（日常生活自立度、認定情報、障害認定、住居環境・経済状況）

・今までの生活 ・現在の生活状況 ・現病歴、既往歴

・臨床経過（もの忘れの有無、脳卒中の発作の有無、頭部外傷の既往等）

・血管性危険因子の状況（飲酒歴、喫煙歴、心臓病・不整脈、高血圧等）

・家族状況（家族構成、疾患家族歴等）

＜CDR質問表＞

・記憶 ・見当識 ・判断力と問題解決 ・地域社会活動

・家庭生活および趣味、関心 ・介護状況

＜家族アンケートの実施＞全２３ページ

・本人の日常生活動作 ・火気の取り扱い ・運動習慣 ・転倒に関すること等

２．MRI検査（平成２７年４月以降 １日３人）

涌谷町国民健康保険病院で実施

お薬手帳の確認、身長・体重測定

 

平成２７年３月から調査を開始しました。  

３.東北大学スタッフによる検査・診察

（平成２７年６月～世代館 毎週金曜日 午前２名・午後２名）

①運動検査 ②心理検査

③実物品課題 ④医師診察

 

その後、東北大学のスタッフによる運動検査、

心理検査、 実物品課題、医師診察が行なわれ、

包括職員も毎回同席しました。  

＜CDR判定会議 全１５回＞
（平成２７年６月～平成２８年１月
隔週金曜日 ）

訪問調査、家族アンケート、MRI検査、運動能力検査、
実物品課題、心理検査、医師診察の結果を総合的に勘案し、
認知症の程度を判断

CDR ０ ： 健常（認知機能低下無し）
CDR ０．５ ： 認知機能低下傾向
CDR １以上： 認知症疑い

もの忘れ外来
早急に受診！！

１７時から２時間～２時間半程度

 

すべての調査と検査終了後、検査結果を総合

的に判断して認知症の程度を判定する CDR 判

定会議が行なわれました。  

早急に「もの忘れ外来」の受診を勧めるよう

判定されることもありました。  

＜結果＞

分類 人数 割合
内、脳梗塞

あり
割合

健常(CDR ０） 58名 54% 32名 55.2%

軽度認知機能障害
(CDR ０．５) 42名 39% 25名 59.5%

認知症の疑い(CDR 1以上) 8名 7% 6名 75.0%

結果については個別に通知

 

結果です。  

軽度認知機能障害、認知症の疑いの方が同意

者の約４割を占めていました。６割の方に脳梗

塞が認められ、要因として高血圧が挙げられま

した。  

結果は個別に郵送で通知をしました。  

＜住民の反応＞
軽度認知機能障害、認知症疑いの方

一方で・・・

「結果を深刻に受け止めて、
脳神経外科に行ってきました」

「今後どうしたらよいでしょうか？」

「まだ仕事をしてるし、大丈夫」
「うちのおばあさんは、中の上だ。

年だから、こんなもんだよ」

 

住民の方の反応です。  

軽度認知機能障害、認知症疑いの方で、結果

を深刻に受け止め専門医を受診したり、今後を

心配する声がある一方、「うちのおばあさんは、

中の上だ。年だから、こんなもんだよ。」とま

ったく気にされない方もおり、住民の認知症に

関する理解や知識が十分ではないことが課題

として見えてきました。  
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＜認知症対策戦略会議
平成２８年４月～毎月第３月曜日）＞

○CDR判定の結果、CDR0.5以上で心配度が高い方（脳梗塞あり、専門
医療・介護サービスに繋がっていない）から優先にフォロー訪問を実施
することが決定

フォロー訪問実施

第１、第３月曜日に東北大学の教授補佐と包括で訪問（１日１～２件）

①もの忘れアンケート

②食物摂取状況調査票

③在宅生活リスク管理チェック表

（ピルカウント、火・水周り、転倒、金銭管理、住環境確認
等）

④お薬使用の現状調査

○戦略会議にてフォロー訪問状況の報告、及び今後の支援方針を検討

 

この調査結果を受け、医療福祉センター長、

東北大学の高齢者高次脳医学研究部門教授を

交えた認知症対策戦略会議で、認知症疑い・軽

度認知機能障害の方で専門医に繋がっておら

ず脳梗塞がある方から優先にフォロー訪問を

行なうことが決定されました。月に３～４件訪

問し、もの忘れや服薬管理状況を確認します。 

そして訪問時の状況を会議で報告し、今後の支

援方針を検討しています。  

家族には服薬の確認をするよう説明

主治医へ報告→一包化へ

フォロー訪問から見えてきたこと①

服薬管理が不十分で残薬が多い

• 自分が飲んでいる薬が、何の薬か把握し
ていない方がいる。

• 家族は本人がきちんと飲んでいると思い、
管理は本人に任せきりが多い。

 

フォロー訪問から見えてきたことです。  

一つ目、服薬管理が不十分で残薬が多いこと。  

受診日から訪問日までに残っている薬の数を

確認しますが、残薬が多い方、逆に少ない方が

いました。 自分が飲んでいる薬を把握してお

らず、家族も本人に任せているので服薬を確認

していない状況でした。  

訪問時には、家族にも服薬の確認をするよう

説明しました。ご本人のもの忘れや服薬状況を

主治医の先生に情報提供し、薬の一包化に繋が

った方もいました。  

認知症状の進行
• 火の消し忘れが頻回

• 冷蔵庫にある食材を再度購入 等

フォロー訪問から見えてきたこと②

心配訪問実施

包括職員２名で訪問し、本人・ご家族に

専門医受診勧奨

⇒「年のせい」と思っていた家族も、

もの忘れが心配な状況であることを理解
 

２つ目は認知症状の進行です。  

火の消し忘れによる鍋焦がしが頻回にある

こと、冷蔵庫にある食材を再度購入してしまう

といった状況が見られ、会議で「心配訪問」の

実施が決定しました。  

包括職員２名で再訪問し、ご本人とご家族に

もの忘れが心配であることを説明し、もの忘れ

外来の受診を勧めました。 再訪問により、も

の忘れを「年のせい」と話していた家族も、「専

門家がみてそう言うならば、やはり心配な状況

なのだろう」と理解を示し、主治医や同居して

いない娘さんに情報提供することに同意頂け

ました。 

まとめ

○もの忘れは「年のせい」

→住民の方の認知症に関する知識は十分とはいえ
ない

○心配訪問による受診勧奨

→再訪問、説明により本人・家族の意識の変化

認知症の早期治療により、元気で過ごせる時間が

少しでも長くなるように・・・

 

まとめです。  

住民の方は「もの忘れは年のせい」という認

識があり、認知症に関する知識が十分とはいえ

ませんが、再訪問の実施と説明により、本人・

家族の認識も変わっていきます。  

認知症リスク調査は、結果を出して終わりで

はありません。 
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認知症の早期治療により、ご本人が元気で過

ごせる時間が少しでも長くなるよう、 諦めず

に働きかけていきたいと思います。  

ご静聴ありがとうございました

調査で使用した調査票

 

ご静聴ありがとうございました。  
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