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福 祉 環 境 委 員 会 

（ 保 健 福 祉 局 ） 

平成 30 年４月 24 日 

【報告】 

「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例」に関する検討状況について 

 

１．認知症の診断に関する専門部会の概要 

（１）開催日時：第１回 平成 29年 12月 18日（月） 19：30-21：30 

第 2回 平成 30年 1月 16日（火） 19：30-21：30 

第 3回 平成 30年 2月 13日（火） 19：30-21：30 

第 4回 平成 30年 3月 20日（火） 19：30-21：30 

（２）委員：古和部会長，小倉，久次米，妹尾，坪井，前田，宮軒，若栄各委員 

（３）議事概要 

  ①第１段階の認知機能検査と第２段階の精密検査を行うことが合意された。 

（ア）第１段階の認知機能検査 

○個別実施の認知機能検診 

・検診医療機関リストの事前登録方法  

    神戸市医師会で登録希望アンケートを施行 

・検査ツール：改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）１） 

・日常生活動作評価：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）２）を問診票として使用 

・検診結果票：「認知症疑い」か否かの結果を記載。 

※「認知症疑い」の方へは、精密検査（保険診療）を受けられる医療機関を

紹介。併せて、運転免許自主返納のしくみを紹介。 

（イ）第２段階の精密検査（保険診療） 

    ○診断フォーマット 

     ・必須項目 

形態画像（頭部 CTあるいは頭部 MRI）  

神経心理検査（MMSE等）３） 

血液検査（甲状腺機能低下症等の認知機能が低下する疾患を除外するため） 

日常生活動作評価（DASC-21の問診票を基に診察中に評価） 

       ・診断結果票 

        診断の記載：アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知

症、その他の認知症（病名を記載。単なる「認知症」という

診断名は不可）、軽度認知機能障害（MCI）、認知症ではない、

に分けて記載。 

      ○登録医療機関リストの作成方法 

      ・診断フォーマットを用いて臨床確定診断が行える医療機関を神戸市医師会

で登録希望アンケートを施行。（画像検査は、他院撮影のものでもよい。）   
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（ウ）その他 

○既に現在（救済制度施行前）、「認知症」と診断を受けている人は、事故後に

医師の診断書提出とする。 

○認知症の診断を受けていなかったが、事故を起こして認知症が疑われる場合

は、認知症疾患医療センター等に依頼して、精密検査とする。 

○若年発症や指定難病等の認知症と診断されている場合、事故救済制度の対象

とする方針とする。 

②今後の検討課題 

○診断制度に関する各種書類、医療機関の選定等を神戸市医師会等と検討 

③別途検討課題（認知症初期集中支援事業運営関連部会等で検討） 

○早期診断後の相談窓口、支援体制の検討 

○受診困難な場合等への対応体制の検討 

   ・認知症初期集中支援チームへの相談体制を充実 

   ・独居、受診拒否の方への対応 

○認知症サポート医のネットワークづくり 

○事故救済制度の周知と認知症の正しい理解の啓発活動の方法を検討 

○診断結果の神戸市による情報管理 

○対象年齢や受診助成の財源を踏まえての神戸市による検討 

 

２．第 1回神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会の開催 

（１）開催日時：平成 30年 4月 26日（木）14：00～16：00 

（２）議事（予定） 

   ①認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会の運営について 

   ②意見交換   等 

 

＜注釈＞ 

１）長谷川式：Hasegawa’s Dementia Scale-Revised 改正長谷川式認知症スケール。 

年齢、見当識、3 単語の即時記銘と遅延再生、計算、数字の逆唱、物品記銘、言語流暢

性の 9 項目からなる 30 点満点の認知機能検査。20 点以下が認知症疑いとなる。 

  ２）DASC21：Dementia Assessement Sheet for Community-based Integrated Care 

System-21 items 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。 

      認知症機能障害と生活機能障害（社会生活の障害）に関連する行動の変化を評価する

尺度で、介護職員やコメディカルでも施行できる 21 項目からなる。 

   ３）MMSE：Mini‐Mental State Examination ミニメンタルステート検査。 

時間の検討識、場所の見当識、3 単語の即時再生と遅延再生、計算、物品呼称、文章復

唱、3 段階の口頭命令、書字命令、文章書字、図形模写の計 11 項目から構成される 30

点満点の認知機能検査。23 点以下は認知症疑い、27 点以下は MCI（軽度認知障害）が

疑われる。 
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認知症疑い
紹介 

神戸市事故救済制度に関する診断のしくみ 

認知機能検査 

個別実施の認知機能検診 

（事前登録した医療機関リストを公開） 

検診結果票を提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

かかりつけ医フォロー 

認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

委員会の判定により給付金を支給 

   精密検査（保険診療） 

診断フォーマット（画像、神経心理検査等）を用いて

臨床診断が可能な医療機関で実施 

（事前登録制。認知症疾患医療センター含む） 

診断結果票を提出 

 

 

 

運転免許 
自主返納 

自己負担金部分を助成 

検査費の助成 

データベース

の構築 

 

認知症の診断 

事故救済制度の対象者 

（事後診断も含む） 

 

 

早期診断後の相談

窓口・支援体制 

市民本人 
家族 
希望者 

あんしん 
すこやか 
センター 

主治医 
かかりつけ医 

認知症初期集中支援
チーム 

直接 勧奨 勧奨 

第１段階 

第２段階 

介護 

あんしんすこやかセンター 
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「認知症の診断に関する専門部会」の開催概要について 

 

 

１．第３回認知症の診断に関する専門部会の概要 

（１）開催日時：平成 30年 2月 13日（火）19:30～21:30 

（２）出席委員：古和部会長，小倉，久次米，妹尾，前田，宮軒，若栄各委員 

   オブザーバー： 損害保険ジャパン日本興亜株式会社，東京海上日動火災保険株式会社 

（３） 議事 

①  第２回認知症の診断に関する専門部会の主な意見について 

② 事故救済制度における認知症の診断のしくみについて 

③ 今後のスケジュールについて 

（４）議事概要 

   第２回認知症に関する専門部会の意見をもとに，認知症の診断について議論していただ

いた。 

①第２回認知症の診断に関する専門部会の主な意見について 

②事故救済制度における認知症の診断のしくみについて 

委員からは，主に以下のようなご意見をいただいた。 

 

（ⅰ）第１段階にあたる認知機能検査について 

○委託先について、各区の認知症の診断をある程度行う医療機関や医師会、認知症ケアパ

ス１）に掲載の医療機関などで、ある程度、医療機関は絞られるのではないか。 

○検診の受検率がどのくらいになるか。そこが一番影響は大きいと思う。 

今の兵庫県医師会の認知症対応医療機関のリストというのは、基本的にはかかりつけ医

として診てきた患者さんの相談に応じるものと考えている医師が多い。１つの検査ツー

ルを必ずして下さいを要件として、あんしんすこやかセンターや区役所、行政が勧奨し

ていけば、かかりつけではない患者さんもたくさん来られるようになると考えられる。 

○県医師会のリストを今のままで使わず、もう一度照会し、検診希望者が来られることに

関して、ある程度フォーマットで検診に対応願えるかという意思確認をした方がよい。 

○リストは、県の医師会ならびに兵庫県に確認を取った。各地域の中で、名簿を活用する

ことが了解されているのであれば、遠慮なく使っていいと了解を頂いている。例えばあ

る区で会員の医師方が使ってよいと理解が得られれば使う事が可能である。 

○神戸市で、検査ツール、問診表など簡単に短時間で出来る実物と、公開の有無や検診を

していただけるかのアンケートを実施し、リスト公開に丸をした医療機関でリストを作

成してはどうか。 

○認知機能検査と問診にはかなりのエネルギーを使う。認知症疾患医療センターでは、非

認知症の診断に関する専門部会 

第３回・第４回専門部会の議事概要 資料１ 
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自発的に来られる方も多い。職員が担当を分業しているがそれでもかなり手間がかかる。

検査が全て終わるのに午前中いっぱいかかる事もあり、第１段階の検査を認知症対応可

能な先生方が積極的にやっていただけるのか疑問である。最終的に検診が全て認知症疾

患医療センターにくるとどうなるのか。認知症疾医療センターは、かかりつけ医の先生

方が充分出来ない部分をカバーするという役割であればと思う。 

○既存のリストをそのまま使用するのは危険であり、お願いしたいことやフォーマットな

ど説明の上、再度、先生方の意志を確認する。医師会を通してお願いすることが重要で

ある。 

   １）認知症の人の生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介

護サービスを受けることができるのか、具体的な機関名やケア内容等をあらかじ

め認知症の人とその家族に提示する。 

 

（ⅱ）検査ツールについて 

○認知症の診断において記憶障害が入ってくるのはどうかという意見もあった。必ずしも

記憶障害が出るわけではないことを考えると、DASC２）を利用するのも非常に大事と思

う。例えば、長谷川式３）などはかなり記憶障害によった部分があり、生活機能障害を含

めた判断ツールが望ましいのではないか。 

○DASC が適切ではと思う。しかし、一般の先生がいきなり DASC を使用するのは違和感

があるのではないか。MMSE４）より長谷川式の方がまだ親近感が湧くだろう。長谷川式

よりも認知症初期集中支援事業でも使用している DASC を使うことに賛成である。 

○DASC はどちらかというと観察式である。介護者がどう判断しているかを見るものであ

り、介護者がいない場合、本人にも聞いて点数をつける。やり易いのは MMSE か長谷

川式と思う。DASC は、介護者がいない時には本人から聞き取ることになるが、本人は

認知機能に問題がある方の場合、どう答えるかでかなりバラつきが出てくるのではない

か。 

○認知機能検査のレベルを広く捉えるのであれば、医療機関がこれまで使ってきたもの・

使いやすいものを利用すれば、DASC、MMSE、長谷川式どれでもいいのではないか。 

○DASC になると研修を受けるなど、質問者がある程度一定の要件があったように思う。

慣れた医療機関でないと実施できない。判断する家族や介護者がいない場合は、本人が

判断することになる。そのことを考えると、１つのツールにこだわるとこの部分では狭

くなるのではないか。 

○日本神経学会で認知症ガイドラインを昨年発表しており、軽度認知障害（MCI）のテス

トとして一番良いといわれているのは MoCA-J５）。使用した事はないが MMSE や長谷

川式より幅広いという印象を持った。 

○MoCA-J は、非常に難しいテストで時間もかかる。本当に MCI を確かにするとなればそ

うだが、この第１次スクリーニングでＭＣＩを考えるのは非常に負担が大きい。 

○ここで議論しないといけないのは、慣れていない先生方がこれを道しるべにこういった

検査をするとより自信を持って、次の医療機関へ勧めることができること。折角気が付
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いて検診を受けてみようという方が、例えば追い返えされるなどして、次に検診にきた

時には認知症初期集中支援レベルになっていたということにならないような神戸市にす

るということでよいのではないか。認知症に不慣れな方に MMSE などは大変だと思う。

不慣れだけれどもご理解頂ける先生に協力いただけるようなものとする。 

○どのようなツールを用いるかという点では、得意なものでいいのではないかという意見

に賛同する。一方で認知症診療に不慣れな方々に対しては、ガイドラインを作る。 

○診療ガイドラインを作るということなると大変な作業。まさに認知症の診断ツールがな

い事を如実にあらわしている。年齢によって変えなければならないかもしれない。 

○１次医療機関の負担を考えると、その医療機関がやり慣れたもの。極端な場合、MoCA-J

をやるように言われても誰も出来ない。敷居を下げ、気軽に引き受けていただけるとい

う意味であれば、どれでも結構ですよというように流れをシンプルにするのであればい

いのではないか。 

       ２）DASC21：Dementia Assessement Sheet for Community-based Integrated Care 

System-21 items 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。 

      認知症機能障害と生活機能障害（社会生活の障害）に関連する行動の変化を評価する

尺度で、介護職員やコメディカルでも施行できる 21 項目からなる。 

   ３）長谷川式：Hasegawa’s Dementia Scale-Revised 改正長谷川式認知症スケール。 

年齢、見当識、3 単語の即時記銘と遅延再生、計算、数字の逆唱、物品記銘、言語流暢

性の 9 項目からなる 30 点満点の認知機能検査。20 点以下が認知症疑いとなる。 

    ４）MMSE：Mini‐Mental State Examination ミニメンタルステート検査。 

時間の検討識、場所の見当識、3 単語の即時再生と遅延再生、計算、物品呼称、文章復

唱、3 段階の口頭命令、書字命令、文章書字、図形模写の計 11 項目から構成される 30

点満点の認知機能検査。23 点以下は認知症疑い、27 点以下は MCI（軽度認知障害）が

疑われる。 

５）MoCA-J：Japanese version of MoCA 視空間・遂行機能、命名、記憶、注意力、復唱、

語想起、抽象概念、遅延再生、見当識からなり、MCI をスクリーニングする検査である。

25 点以下が MCI。 

 

（ⅲ）まとめ 

○検診を毎年１回繰り返し受ける事は可能で、一度問題がない方でもまた翌年の検診を受けら

れる担保が必要である。 

○実施医療機関に関しては、兵庫県医師会にあるものをベースに依頼したいが、公開してよい

かも含めて、引き受けてもらえる先生方の意思を確認する。 

○認知機能検査を行うにあたってのフォーマットに関しては、いくつか用意し、選んでいただ

く意見がでている。長谷川式、MMSE、DASC 等のツールから、良いとこ取りをするのを考

えても良いかもしれない。 

○検診ツールに関しては複数のツールを使用し、ADL 的な内容をチェックするものを選び、慣

れていない先生方でも積極的に参加できるものにする。 

○精密検査では、画像は形態画像を１つ必須、神経心理検査等に関しては、どこまですればよ
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いのか。その時の状況（重症度や BPSD など）に応じて、臨機応変に対応する。 

○神戸市は、自己負担金の助成を考えているので、細かなスキームを作っていかないといけな

いと考えている。 

 

 

２．第４回認知症の診断に関する専門部会の概要 

（１）開催日時：平成 30年 3月 20日（火）19:30～21:30 

（２）出席委員：古和部会長，小倉，久次米，妹尾，坪井，前田，宮軒，若栄各委員 

   オブザーバー：東京海上日動火災保険株式会社 

（３）議事 

① 第３回認知症の診断に関する専門部会の主な意見について 

② 事故救済制度における認知症の診断のしくみについて 

（４）議事概要 

   第３回認知症に関する専門部会の意見をもとに，認知症の診断について議論していただ

いた。 

①第３回認知症の診断に関する専門部会の主な意見について 

②事故救済制度における認知症の診断のしくみについて 

委員からは，主に以下のようなご意見をいただいた。 

 

（ⅰ）第１段階にあたる認知機能検査について 

○かかりつけ医はどのように対応すればよいのか。眼科や小児科等の医師が、対象者に提示で

きる検診の医療機関リストが必要である。区によって異なるが、ケアネット６）等で医療機関

リストを公表しているところもある。検診に関してアンケートを実施すれば、ある程度の医

療機関が手をあげるのではないか。 

○登録医療機関リストは、兵庫県のリストと別にしなければ、混乱するのではないか。神戸市

として新たな条例を施行する上で、兵庫県のリストとは距離をおいた方がよいのではないか。 

○DASC は観察式である。初診患者の場合、問診の項目には入れているが、点数はとっていな

い。かかりつけ医からの紹介ケースでは、長谷川式が多く使用されている。 

○DASC は問診として使用、それに長谷川式の点数と合わせて判断するというのはどうか。 

○第一段階の医療機関に募集するにあたり現実的な問題として、DASC、長谷川式、その他オ

プションの検査を実施するとなると、検診にどれくらいの時間がかかるのか。手間がかかる

のであれば、手をあげる医療機関が少なくなるのではないか。 

○DASC は待ち時間中に記載してもらってもよい。所要時間として、長谷川式は 10 分程度、

立方体を書くなら記入に１分程度。問診や日常生活を細かく聞くと時間がかかるが、DASC

は 21 項目質問形式になっている。方法については、マニュアル化がよいのではないか。 

○DASC は待合の時間で本人に記載してもらっており、記載できない場合は家族や職員が手伝

って記載している。診察でいきなり長谷川式を実施するのは、大変緊張する。「検査をされた」

と嫌な印象をもつ方もいる。やさしいまちづくり条例がもとなので、住民から見ても分かり

やすい「認知症にやさしい医療機関」のマークを貼るなど工夫してみてはどうか。 
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○DASC について、本人が故意に点数を低くしようとしたり、家族が点数を高くしたりと、問

診ではばらつきがでる。DASC の信頼性、評価にどう関わってくるのか次の問題としてある。 

○初期集中支援事業においては、DASC は研修を受けた専門職が評価している。本人や家族が

チェックしたものは、参考であって材料にはしない。問診のレベルである。待ち時間にチェ

ックしてもらうのであればよい。 

○受診理由を書く欄があれば、専門医療機関としては診断の見当がつきやすいと思う。医療機

関の負担を減らすためにできるだけ提出書類を減らした方がよいと思う。 

 

（ⅱ）第２段階にあたる精密検査について 

○認知症疾患医療センターは、第２段階にあたるような診療をしている。検診開始後も、セン

ターとして通常の鑑別診断を行っていかないと、精度の担保ができない。 

○血液検査はあえてぬいているのか。入れたほうがよい。 

○第２段階の要件を厳密にすると、第２段階に手挙げをする医療機関が、認知症疾患医療セン

ターだけになってしまうのではないか。クリニックも手挙げできるようにすべきである。 

○CT７）や MRI８）等を別の目的で撮っていても、場合によっては参照してもよいのか。 

○疾患が少し疑われるからといって全て第２段階にいくようにとすれば、際限なくなるのでは

ないか。慎重に検討してもらいたい。画像診断を撮って専門医療機関に紹介した場合、医療

機関によって患者の自己負担額は異なるが、その点を認めてもらいたい。 

○専門医療機関にダイレクトに受けた場合、診断書（診断結果票）を神戸市に提出してもらえ

ればよいのではないか。 

○認知症初期集中支援チームから２つの矢印があり、上側の矢印は支援の中で救済制度が話題

になったら検診を受けてもらうということでよいか。 チームで専門医療が必要であると判

断すれば、第１段階をとばして第２段階に進んでもよいか。 

○第１段階の検診を受けず、第２段階から受けても認められるのか。第２段階を直接受けた方

も全員、手続きを踏めば対象になると考えてよいのか。（認知症疑いの方であれば、よい方

針とする。） 

○神戸市の医師会の中で登録医療機関リスト作成は可能だと思う。 

○第１段階の医師は、これまで MMSE 等を行っても保険診療をとっていなかった部分につい

ては検診制度によってメリットになる。第２段階の医師は、保険診療はこれまでと同じであ

るが、対象者が先々サービスを受けるためにと、第２段階の医療機関に集まるかもしれない。

第１段階、第２段階のそれぞれの役割を正しく理解いただきたい。また、神戸市民の方々に

はこれらのことを正しく理解して頂く必要がある。第１段階の医師に、認知症の診断結果を

フィードバックすると、医師自身が認知症に早く気がつくことになり、神戸市全体の向上に

つながる。診断を幅広く受けてもらうため、なぜ診断が必要なのか、生活習慣の改善等、市

民へのフィードバックを考えなければならない。 

○その後のフォローについて、「早期診断後の相談窓口」を今後充実させることになると思うが、

住民にとってはまず、あんしんすこやかセンターをイメージする。診断されたらそれで終わ

るのではなく、フォローの内容について見える化した方がよい。 
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（ⅲ）その他の検討事項 

 ○救済制度施行前、「認知症」と診断を受けている人には、全員に検診を課すのではなく、発生

事案に対して、事故救済制度の検討する場合に医師の診断書提出とする。また、救済制度施

行後、認知症の診断を受けていなかった方が、事故救済制度の検討をする場合、認知症疾患

医療センター等に依頼して精密検査を受けるという方針でよい。 

○指定難病の認知症は全て含まれるのか。「など」という広げる言葉が必要である。 

○認知症として診断されれば、判定委員会で対象かどうか決定すればよいのではないか。記憶 

が著明でないレビー小体型認知症は介護保険の定義からすれば外れるが、事故救済の対象と

する方針でよいし、グレーゾーンは判定委員会で検討するという流れ図があった方がよいと

考える。 

○単なる事故救済制度に関する診断制度の創設だけでなく、早期発見・早期診断において、こ

の制度は素晴らしいと思う。 

   ６）ケアネット： 認知症の症状に応じ、いつ、どこで、どのような医療・介護等のサービ

スを利用できるかについて、地域資源を整理してまとめたもの。 

７）CT：Computed Tomography コンピュータ断層撮影法。 

エックス線を利用して、身体の断面を撮影する検査。 

８）MRI：Magnetic Resonance Imaging 磁気共鳴画像法。 

非常に強い磁石と電波を利用して、身体の断面を撮像する検査。 
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