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総人口 281,712人 (H30.2月末) 

65歳以上   66,716人  

高齢化率    23.68 % 

75歳以上率  11.01 % 

認定率（総数） 16.36 %（H29.12月末/65歳以上） 

茨木市の概要 

大阪府の北部（北摂地域）に位置している。 

 日常生活圏域数         ７圏域 

 地域包括支援センター    ６か所（委託） 

 認知症地域支援推進員数   ２人 

  （H25 医療系１人・ H28 介護系１人増員） 



茨木市の状況 

年少人口 40,784人 

生産年齢人口 174,212人 

老年人口 66,716人 

茨木市人口 281,712人 

高齢化率 23.68％ 

平成30年2月28日 



認知症地域ネットワーク 
における問題点 

 医療サイド 

患者数に対して専門医が少なすぎる。 

専門外の医師では認知症診断が困難である。 

 

 患者サイド 

病識に乏しく、未受診者が少なからず存在 

専門医への受診は敷居が高い。 

どこに相談すればよいかわからない。 

 

 



茨木市認知症事業 

重点課題とその方法 

 地域における未受診の認知症者の早期発見と医療機関への誘導 

 

 

 『かかりつけ医』による診断・治療の実施 

 

 

 医療−行政−介護による患者の情報共有化による在宅での治療・
ケアの支援 

 

介護支援専門員が用いる、『認知症疾患早期発見簡易チェックシート』の作
成、認知症初期集中支援チームの介入 

かかりつけ医が認知症診療に用いる 
認知症診断・治療サポートシステム（DMSS)の導入 

患者家族､医療､行政､介護などが用いる 
在宅連携連絡ノート（はつらつパスポート）の作成 



茨木市における認知症事業の取組 
 平成20年度  茨木市医師会高齢者対策委員会において、認知症地域医療 ネットワーク

づくりに取り組む。 

  スウェーデンのウメオ大学とDMSS共同研究開始。 

 平成21年9月 医師会からの声かけで、市の保健福祉担当課や地域包括支 援セン   
ター、CMなど在宅療養を支える関係機関が関わる、認知症連絡協議会設置      

           DMSSモデル事業開始 

 平成24年9月 認知症高齢者地域支援連絡会（市）を立ち上げ 

 平成25年4月 認知症地域支援推進員を配置 

 平成26年３月   「はつらつパスポート」配布開始 

 平成27年2月      DMSS-W（認知症診断・支援システム）説明会を開催 

 平成27年6月 DMSS-W本格実施 

 平成27年10月 認知症初期集中支援チーム設置 

 平成27年10月 認知症地域連携連絡協議会（医師会）立ち上げ 

Orange Ring 
オレンジリングは、認知症サポーターのあかしです。 



DMSSーWとは？ 

スウェーデンのウメオ大学が開発
した認知症診断、治療、介護支援
システム。（アプリケーション） 

(Dementia Management Support System) 

iPad等タブレット端末を利用してDMSSにアクセスして、
設問に回答することで、自動的に診断名が表示され、必要
ならば治療、介護アドバイスも表示される。茨木市医師会
とウメオ大学が日本語版を共同研究し開発した。 

 





  DMSS-Wの入力画面 
 ｰ 介護者からの問診 – 



   DMSS-Wの入力画面 
    - 診察所見 – 



DMSS-Wの出力画面 
- 認知症の有無・診断 – 



かかりつけ医の役割 

かかりつけ医が、認知症診断治療
サポートシステム（DMSS）を使
用して、認知症の診断、治療、 

介護のアドバイスを行う。 

すなわち認知症の診療を原則かか
りつけ医で完結する。 



DMSS実施医療機関は？ → 『 茨木市医師会HP』
へ  



『はつらつパスポート』 
ーコンセプトー 

キーワード『はつらつ長寿をめざして』 

高齢者総合的機能評価(CGA)の導入 

将来的には、全ての65歳以上の高齢者
に活用できる『高齢者の健康手帳』 

認知症早期発見早期治療事業とリンク 

『はつらつパスポート』ワーキング委員会： 
 茨木市、医師会、歯科医師会、薬師会、介護サービス事業所連絡会など 



『はつらつパスポート』 

介護予防編 地域連携編 

生活の自立している高齢者には、 
健康促進のための情報や 
リスクへの“気づき”をはかる 

『介護予防手帳』 

要介護高齢者には、 
医療ー介護の連携や情報の共有化 
により、在宅での暮らしを支援する 

『地域連携手帳』 



はつらつパスポート 
  『地域連携編』 

 目的 

情報の共通化 

多職種による連絡帳 

 ２つのキーワード 

高齢者への医療やケアに必要な包括的
視点 → CGA 

認知症状の評価 → DASC 

（平成26年3月） 



家族や医師、介護スタッフが記入 CGAの評価は、DASC*など簡易な選択肢を採用 

    年  月  日（ ） 
  （ ）から（     ）へ 

医療ー介護の連絡シート 医療ー介護スタッフ一覧 常用薬の一覧表 

（*DASC: 地域包括ケアシステムにおける認知症総合アセスメント）  



認知症ガイドブック 

 医療・介護関係者用 

 認知症の経過とその対応 

 社会資源の紹介 

 認知症の相談窓口 

 はつらつパスポート紹介 

 

平成27年3月 



『認知症ガイドブック』 

ー認知症の人の経過と対応ー 



認知症サポートブック 

 地域住民用 

 経過別の認知症状 

 社会資源の紹介 

 認知症の相談窓口 

 認知症に対応する診療
所・病院の紹介 

 早期発見チェック項目 

平成27年8月 



『認知症サポートブック』 

ー相談窓口や社会資源活用ー 



かかりつけ医 

専門医 

本人・家族が気付いたら ケアスタッフなどが気付いたら 

二人三脚体制で 

認知症の地域連携 
『茨木市モデル』 

iPadを用いた 
認知症診断・支援ソフト 

『DMSS-W』 

『はつらつパスポート』 
多職種で情報共有 

医療ｰ介護の連絡ノート 

どうやって 
連携したら 
いい？ 

 

『認知症ガイドブック』 
相談窓口・社会資源 
（医療・介護関係者用） 



『茨木市モデル』の特徴 

1. 認知症の早期診断・早期治療に重点 

- サポートブック，オレンジダイアル，初期集中支援

チーム 

2. かかりつけ医が地域ネットワークの中核 

- 認知症診断・治療支援ソフト『DMSS-W』 

3. 全ての高齢者を対象にした地域連携手帳 

     - 『はつらつパスポート』 （予防編，連携編） 

4.  高齢者総合的機能評価(CGA)の視点 

 

 

 

5. 認知症地域包括ケアに ICTを導入 
   ｰ 『MCS：メディカル ケア ステーション』  



「認知症初期集中支援チームの活動報告」 

   チーム・オレンジ いばらき 

認知症初期集中支援チーム 

平成27年10月1日設置 

茨木市役所（高齢者支援課） 

オレンジリングは、認知症サポーターのあかしです。 





 茨木市高齢者支援課 

医師 

 

認知症初期集中支援チーム 
医療系 
専門職 
（保健師） 

介護系 
専門職 

（社会福祉士） 
 ①訪問（アセスメント） 

 ②チーム員会議 
  （受診の必要性の判断
等）  ③訪問（受診勧奨） 

 ④訪問（初期集中支
援） 

手 

順 

チーム員会議：アセスメントに基づく 
門医受診等の判断、受診方法の検討等 

認知症初期集中支援チームの動き 

茨木市 

相談 

訪問 

相談・受診 

確定診断 

  認知症 
  専門病院 

かかりつけ医 連携 連携 

日常支援 
（必要な支援） 

引き継ぎ 

日常診療 

認知症初期集中支援チーム検討委員会 

自宅 

本人 
認知症疑い 

気づき 

家族 

介護支援 
専門員等 

認知症 
地域支援推進員 

診療所など 
（ＤＭＳＳ） 

地域包括支援 
センターなど 

連携 

サポート医 歯科医師 

専門医 薬剤師 

介護支援専門員 

介護福祉士 
保健所 

保健・医療・福祉 

認知症初期集中支援チームの設置及び 
活動について検討  

一体的に事業を推進していくための合意の場 

連携 

相談 

連携 

銀行 

スー
パー 

薬局 

地域 



チームオレンジいばらき 

活動実績 

Team-Orange Ibaraki 
オレンジリングは、認知症サポーターのあかしです。 

市役所 200人 包括 19人 CSW・民生等 53人 受付 

272人 

アセスメント チーム員会議 
支援 

67人 

情報提供等 205人 

訪問支援 

初期集中支援の結果 

医療受診・介護サービス導入 

22人  

医療受診 

5人  

介護予防等 

15人  

終了 

64人 

終結 

22人 
モニタリング（約2か月後） 

Orange Ring 



 対象者 

  行方不明（徘徊行動）の心配 

  65歳以上の在宅高齢者、家族等 

 届出場所 

  地域包括支援センター 

 利用方法 

  地域包括支援センターで面談・登録後、シールを受け取り 

  洋服や靴、バッグ等に貼り付ける 

発見！ 
見守り 

シール 

包括 

市役所 

（警察） 

緊急 

連絡先 

帰
宅 

Orange Ring 

オレンジリングは、認知症サポーターのあかしです。 

茨木童子見守りシール 



いばらき認知症サポートイメージ 





2025年 
茨木市はこんなまちに  

住み慣れた地域で安心して暮らせる 

１ 地域の支え合い 

 地域包括ケアシステム 

２ 認知症でも地域で暮らせる 

  医療と介護がつながる 

３ 高齢者が主役の 

健康づくりや介護予防 

４ 高齢者の居場所と 

  出番の創出 

５ 利用者本位の 

  サービス提供 

茨木市高齢者保健福祉計画（第7次）・茨木市介護保険事業計画（第6期）【概要版】 


