
これからのこれからのこれからのこれからの地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケアをををを考考考考えるえるえるえる
おおたおおたおおたおおた高齢者見守高齢者見守高齢者見守高齢者見守りりりりネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（みまみまみまみま～～～～もももも））））４４４４年間年間年間年間のののの歩歩歩歩みみみみ

みまみまみまみま～～～～ももももくんくんくんくんみまみまみまみま～～～～ももももくんくんくんくん

大田区の人口統計

・総人口 ： ６９３４０４人

・高齢者人口 ： １４０３３１人

地域包括支援センター

・高齢者人口割合 ： ２０．２％

・職員数 ： ６人

・区内 ： ２０ヶ所

（愛称） さわやかサポート



ＮＨＫスペシャル
『消えた高齢者無縁社会の闇』より

地域包括支援センターＮＨＫ全国アンケート

調査時期 ２０１０年８月～９月

回答センター数 ３３０９ （回答率 ７９．５％）

• １人暮らしの高齢者で、介護が必要な状態だと
思われるのにサービスを利用していない人

３万８５８８人

→ ただしこの数字はあくまでも

『氷山の一角』



（複数回答可）

回答センター数（％）

①他人の世話になりたくない ２４０２ （７２．６％）

②利用料の負担が重い １３２９ （４０．２％）

③認知症で意思確認困難 ８４２ （２５．５％）

→ 各センターが最も課題に感じているのが
関わりを拒否するケース。

「介護が必要な状態なのにサービスを利用していない人」
がサービスを利用しない理由

● 地域で安定した生活を送っている高齢者

親族・近隣型 約７７％

● 親族とのつながりのみの高齢者

親族のみ型 約 ８％

● 地域とのつながりのみの高齢者

地域のみ型 約 9％

● 親族とも地域ともつながりがない高齢者

社会的孤立型 約 ５％

墨田区一人暮らし高齢者実態調査（（（（2008年年年年））））

400名が孤立している

※65歳以上の独居高齢者全世帯（病院・施設入所は除く）14814人に郵送回収法による調査
： 有効回収数6002件（４０．５％）



大田区内大田区内大田区内大田区内20カカカカ所所所所のののの地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンターでででで
1ヶヶヶヶ月月月月10000件件件件のののの相談相談相談相談にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。

0000 1000100010001000 2000200020002000 3000300030003000 4000400040004000 5000500050005000 6000600060006000 7000700070007000

住宅問題住宅問題住宅問題住宅問題

虐待虐待虐待虐待・・・・権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護

経済問題経済問題経済問題経済問題

家族問題家族問題家族問題家族問題

在宅福祉関係在宅福祉関係在宅福祉関係在宅福祉関係

入院入院入院入院・・・・転院転院転院転院

施設入所関係施設入所関係施設入所関係施設入所関係

住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修・・・・福祉用具関係福祉用具関係福祉用具関係福祉用具関係

区区区区ののののサービスサービスサービスサービスについてについてについてについて

そのそのそのその他他他他

介護保険関係介護保険関係介護保険関係介護保険関係

ここここここここ数年数年数年数年、、、、介護介護介護介護のののの問題問題問題問題だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、
様様様様々々々々なななな問題問題問題問題がががが多様化多様化多様化多様化してきていますしてきていますしてきていますしてきています

10000件件件件のののの相談相談相談相談ですがですがですがですが、、、、相談相談相談相談のののの内容内容内容内容はははは
各種各種各種各種15000件件件件にのぼりますにのぼりますにのぼりますにのぼります

平成18年4月介護保険法改正に伴い「地域包括支援センター」創設

心身の状態に合わせた健康維持
（介護予防）

虐待・財産管理保険・医療・福祉の向上

総合的な支援とマネジメントを行い、課題に向けた取り組みを実践する包括的な拠点

ともすれば、抽出されたハイリスク高齢者に対し、
既定のサービスを高齢者にもぐら叩き的に提供する

個別対応に終始しがち。
しかしそれでは、今後なだれ的に押し寄せてくる
大都市部の高齢化に、そして、多問題を抱える

多数の個別ケースに対応できなくなるのは明らか！

総合的・包括的な支援とマネジメントを果たしたことにはならない。



ＮＨＫ「首都圏ネットワーク」放送 10月9日特集

都会都会都会都会でででで暮暮暮暮らすらすらすらす

おおおお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの現実現実現実現実 大森大森大森大森

一人暮らし。
認知症があるケース。自らはＳＯＳを出せない。
第三者が金銭詐取の形跡あり。

Ａさん８９歳 女性

手手手手をさしのべたのはをさしのべたのはをさしのべたのはをさしのべたのは・・・・・・・・・・・・

高校時代高校時代高校時代高校時代のののの同窓生同窓生同窓生同窓生、、、、電話電話電話電話だけのつながりだけのつながりだけのつながりだけのつながり。。。。
心配心配心配心配だけれどもだけれどもだけれどもだけれども行行行行けないけないけないけない・・・・・・・・・・・・。。。。



Ａさんの場合

同窓生

電話だけの細い糸

本人

同窓生

本人
ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー

デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

後見人後見人後見人後見人

ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー

医医医医 師師師師

支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

行行行行 政政政政

一人暮らし。
認知症があるケース。自らはＳＯＳを出せない。
被害妄想があり、孤立→閉じこもり。
脱水と栄養失調により入院。

Ｂさん８６歳 女性

手手手手をさしのべたのはをさしのべたのはをさしのべたのはをさしのべたのは・・・・・・・・・・・・

地域活動地域活動地域活動地域活動をしていたをしていたをしていたをしていた頃頃頃頃のののの知人知人知人知人。。。。



Ｂさんの場合

知人

細い糸が切れてしまう

本人

知人

本人
ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー

デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

施設職員施設職員施設職員施設職員

医医医医 師師師師

支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

同居人

彼

このような人たちは、
地域で生活している人
にしか見えない。

身近な人でなければ
早期発見が難しい。



Ａさん、Ｂさんが特別な人ではないんです。
だれでもこのような状況になる可能性はあります
私たちが日々働いている中でも
Ａさん、Ｂさんのような人たちとの関わりが
急増しています！！

もし、このＡさん、Ｂさんが、
もっと早い段階で
包括支援センターや、
医療・保健・福祉専門職に
つながっていたら・・・。



相相相相 談談談談（相談する相手は、よく知っている専門職だから 安心！）

サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用

まずはまずはまずはまずは知知知知っているっているっているっている専門機関専門機関専門機関専門機関にすぐにすぐにすぐにすぐ相談相談相談相談！！！！
このようなときはだれでもこのようなときはだれでもこのようなときはだれでもこのようなときはだれでも混乱混乱混乱混乱しますしますしますします。。。。
でもでもでもでも、、、、知知知知っているっているっているっている専門家専門家専門家専門家がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり支支支支えることえることえることえること
ができますができますができますができます。。。。

自分自分自分自分のののの希望希望希望希望にににに沿沿沿沿ったったったったサービスサービスサービスサービスをををを、、、、知知知知っているっているっているっている
専門家専門家専門家専門家とととと相談相談相談相談しししし、、、、選択選択選択選択することができるすることができるすることができるすることができる。。。。

医療・介護が必要な状態医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健・・・・福祉専門職福祉専門職福祉専門職福祉専門職からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・・・・・
元気元気元気元気なななな頃頃頃頃からからからから・・・・・・・・・・・・
そのそのそのその方方方方をををを知知知知っていることでっていることでっていることでっていることで、、、、
そのそのそのその時点時点時点時点にあったにあったにあったにあった支援支援支援支援ができるができるができるができる。。。。

相談者相談者相談者相談者からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・
元気元気元気元気なななな頃頃頃頃からからからから・・・・・・・・・・・・
専門職専門職専門職専門職とととと出逢出逢出逢出逢っているのでっているのでっているのでっているので、、、、
必必必必ずだれにもずだれにもずだれにもずだれにも訪訪訪訪れるれるれるれる万万万万がががが一一一一のためにのためにのためにのために、、、、
自分自分自分自分がががが選択選択選択選択できるできるできるできる情報情報情報情報をををを知知知知っておくことができるっておくことができるっておくことができるっておくことができる。。。。
そしてそしてそしてそして、、、、どんなどんなどんなどんな時時時時、、、、どこにどこにどこにどこに相談相談相談相談していいのかしていいのかしていいのかしていいのか理解理解理解理解しているしているしているしている。。。。

もし、もっと早い段階で
包括支援センターに、そして、
医療・保健・福祉専門職に
つながっていたら・・・。

医療・介護が必要な状態

相相相相 談談談談 （（（（ここでここでここでここで初初初初めてめてめてめて専門職専門職専門職専門職とととと出会出会出会出会うううう・・・・・・・・・・・・））））

サービス利用

あちこちにあちこちにあちこちにあちこちに連絡連絡連絡連絡をしてやっとをしてやっとをしてやっとをしてやっと適切適切適切適切なななな
ところにたどりつくところにたどりつくところにたどりつくところにたどりつく。。。。
最悪最悪最悪最悪はははは、、、、相談相談相談相談にににに行行行行くことができないくことができないくことができないくことができない。。。。

取取取取りりりり急急急急ぎぎぎぎ必要必要必要必要ななななサービスサービスサービスサービスをををを考考考考ええええ、、、、
サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用につなげていくにつなげていくにつなげていくにつなげていく。。。。

一般的一般的一般的一般的ななななパターンパターンパターンパターン

医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健・・・・福祉専門職福祉専門職福祉専門職福祉専門職からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・・・・・
介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になってになってになってになって相談相談相談相談にににに来来来来るまではるまではるまではるまでは、、、、
一切関一切関一切関一切関わりがなくわりがなくわりがなくわりがなく、、、、私私私私たちたちたちたち専門職専門職専門職専門職はははは、、、、
このこのこのこの人人人人がどういうがどういうがどういうがどういう状況状況状況状況なのかをなのかをなのかをなのかを知知知知らないらないらないらない。。。。

相談者相談者相談者相談者からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・
自分自分自分自分がががが困困困困ったったったった時時時時にににに、、、、
どこにどこにどこにどこに相談相談相談相談したらいいのかわからないしたらいいのかわからないしたらいいのかわからないしたらいいのかわからない・・・・・・・・・・・・。。。。

見守っていただくボランティア
は集まるが、見守られたい
と、手を挙げる人がいない。

見守りが本当に必要な人は、
自分では手を挙げられずに
いる人。

高齢者見守りネットワークの代表的な例とその問題点

行政主体によるトップ
ダウン方式で包括を
周知させ、地域から
の通報を促していく。

「見守る人」を募り、
「見守られたい人」への
定期訪問を実施。

他職種と地域住民の横の
つながりがないため、
地域包括支援センターの
負担が増大。

地域包括支援センターが
連携やネットワークの構築
まで手が回らない。



平成２０年１月「おおた高齢者見守りネットワークをつくる会」発足！

大田区大田区大田区大田区・・・・大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会・・・・ 社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会・・・・おおたおおたおおたおおた社会福祉士会社会福祉士会社会福祉士会社会福祉士会
社団法人社団法人社団法人社団法人 大森医師会大森医師会大森医師会大森医師会 ・・・・ 大森歯科医師会大森歯科医師会大森歯科医師会大森歯科医師会

社団法人蒲田医師会社団法人蒲田医師会社団法人蒲田医師会社団法人蒲田医師会 ・・・・ 蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会 ・・・・ 蒲田薬剤師会蒲田薬剤師会蒲田薬剤師会蒲田薬剤師会

後後後後 援援援援

協賛病院 ４

協賛施設 ３

協賛医療・介護事業所 ３１ 協賛企業 １３

協力企業団体 ２協力包括支援センター ９

現 在

発足当時 １５名からのスタート

包括支援包括支援包括支援包括支援センターセンターセンターセンター２２２２
事業所事業所事業所事業所４４４４
企業企業企業企業１１１１会の財源 ： 協賛事業所の協賛費。大田区の助成。

会の拠点 ： 現在は、地域包括支援センター入新井

協賛企業・事業所は、
金も出し、手も足も出し関わっている。

①
地域づくりセミナー

おおた高齢者見守りネットワーク
活動の３本柱！



今今今今までまでまでまでイベントイベントイベントイベント３３３３回回回回、、、、セミナーセミナーセミナーセミナー４０４０４０４０回回回回！！！！
のべのべのべのべ５０００５０００５０００５０００名名名名のののの

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの参加参加参加参加がありましたがありましたがありましたがありました！！！！！！！！

SOSキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー登録登録登録登録システムシステムシステムシステムはははは、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、もしもしもしもし外出先外出先外出先外出先でででで突然倒突然倒突然倒突然倒れるなどれるなどれるなどれるなど、、、、

身元身元身元身元がががが確認確認確認確認できないできないできないできない状況状況状況状況でででで救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送されたされたされたされた際際際際、、、、迅速迅速迅速迅速にににに身元確認身元確認身元確認身元確認がががが行行行行えるようにするためえるようにするためえるようにするためえるようにするため
のものですのものですのものですのものです。。。。

またまたまたまた、、、、認知症認知症認知症認知症のののの方方方方のののの徘徊徘徊徘徊徘徊などのなどのなどのなどの際際際際にもにもにもにも身元確認身元確認身元確認身元確認にににに役立役立役立役立つものですつものですつものですつものです。。。。キーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーがががが
目印目印目印目印になりになりになりになり、、、、搬送先病院搬送先病院搬送先病院搬送先病院やややや警察警察警察警察などがなどがなどがなどが、、、、さわやかさわやかさわやかさわやかサポートサポートサポートサポートへへへへ連絡連絡連絡連絡しししし、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの登録状況登録状況登録状況登録状況をををを
確認確認確認確認することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

大森大森大森大森・・・・六郷六郷六郷六郷・・・・田園調布地域田園調布地域田園調布地域田園調布地域にににに
おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの65歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方がががが

対象対象対象対象になりますになりますになりますになります。。。。

・

〈〈〈〈表表表表〉〉〉〉

担当さわやかサポートの
連絡先が記載されています。

本人を確認するための番号
（登録番号）が記載されています。

〈〈〈〈裏裏裏裏〉〉〉〉

ＳＯＳみま～もキーホルダー
登録システム

外
出
先
に
は
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー

自宅での万が一には、
このキーホルダー情報カード！！

情
報
の
更
新
は
、
「
つ
な
が
り
の
更
新
」

も
含
め
て
毎
年
誕
生
月
に
実
施



平成２１年８月１日申請開始！
大森地区で現在登録者１５００名

平成２２年６月以降、六郷地区でもスタート！
登録者１３００名。
田園調布地区でも平成２２年１２月より申請開始！！

「「「「キーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを通通通通してしてしてして、、、、本来訪本来訪本来訪本来訪れるれるれるれる必要必要必要必要のないのないのないのない人人人人がががが
事務所事務所事務所事務所にににに来来来来てててて台帳登録台帳登録台帳登録台帳登録をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

ＳＯＳみま～もキーホルダー登録システム効果！

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター
新規台帳登録件数新規台帳登録件数新規台帳登録件数新規台帳登録件数

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 ２７０２７０２７０２７０件件件件

早い段階で地域包括支援センターの存在を知り、
早期に専門職が関わることが可能となる！

平成２１年度

４１０件 ！！



・・・・独独独独りりりり暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、またはまたはまたはまたは高齢者高齢者高齢者高齢者のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯がががが多多多多いいいい。。。。

・・・・集合住宅集合住宅集合住宅集合住宅でででで暮暮暮暮らすらすらすらす高齢者高齢者高齢者高齢者がががが多多多多いいいい。。。。

・・・・会社勤会社勤会社勤会社勤めでめでめでめで、、、、職場職場職場職場とととと生活生活生活生活のののの場場場場がががが別別別別のののの方方方方がががが多多多多いいいい。。。。

私私私私たちのたちのたちのたちの働働働働くくくく大都市大都市大都市大都市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの特徴特徴特徴特徴私私私私たちのたちのたちのたちの働働働働くくくく大都市大都市大都市大都市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの特徴特徴特徴特徴

近所付近所付近所付近所付きききき合合合合いやいやいやいや、、、、人間関係人間関係人間関係人間関係がががが希薄希薄希薄希薄なななな傾向傾向傾向傾向にあるにあるにあるにある。。。。

自分自分自分自分でででで意識的意識的意識的意識的にににに関関関関わりをわりをわりをわりを持持持持たなければたなければたなければたなければ、、、、容易容易容易容易にににに
孤立孤立孤立孤立してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。

認知症の発生率と社会的認知症の発生率と社会的
つながりつながり
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((((FratiglioniFratiglioniFratiglioniFratiglioni et al. 2000)et al. 2000)et al. 2000)et al. 2000)

８８８８倍倍倍倍のののの
発生率発生率発生率発生率！！！！



私私私私たちがたちがたちがたちが考考考考えるえるえるえる
ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの視点視点視点視点！！！！

元気なうちから、
私たち専門職と日常的に
つながる

仕組み・仕掛けづくり！

こんな風に変わる予定です！！！現在は・・・・

みまみまみまみま～～～～ももももガーデンガーデンガーデンガーデン

みまみまみまみま～～～～ももももレストランレストランレストランレストラン

公園体操公園体操公園体操公園体操

シニアシニアシニアシニアのためののためののためののためのパソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室 写経写経写経写経のののの会会会会

そばそばそばそば打打打打ちちちち体験講座体験講座体験講座体験講座

４月のスタートは、人から忘れられた公園、
そして、レトロな名店街会館から・・・



スタッフスタッフスタッフスタッフとととと一緒一緒一緒一緒にみまにみまにみまにみま～～～～ものものものもの活動活動活動活動をしてくれるをしてくれるをしてくれるをしてくれる
みまみまみまみま～～～～ももももサポーターサポーターサポーターサポーターがががが、、、、地域地域地域地域にににに６０６０６０６０名誕生名誕生名誕生名誕生しましたしましたしましたしました！！！！

募集要項募集要項募集要項募集要項

対象

会費 前期・後期各２，０００円

本事業に賛同し、基本的に
月１回以上活動できる方

期間
●前期：４月１日 ～９月３０日

●後期：１０月１日～３月３１日

（半年毎、更新可能）

サポーターサポーターサポーターサポーター特典特典特典特典

サポーターサポーターサポーターサポーター証証証証、、、、及及及及びびびび、、、、活動活動活動活動のののの際使用際使用際使用際使用するするするするエプロンエプロンエプロンエプロンをををを
配布配布配布配布しますしますしますします。。。。

活動活動活動活動にににに必要必要必要必要なななな学習会学習会学習会学習会などになどになどになどに参加参加参加参加できますできますできますできます。（。（。（。（園芸園芸園芸園芸などのなどのなどのなどの
知識知識知識知識がなくてもがなくてもがなくてもがなくても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです））））

理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士がががが指導指導指導指導するするするする、、、、月月月月1回回回回のののの公園公園公園公園リハビリリハビリリハビリリハビリやややや、、、、食事会食事会食事会食事会、、、、
そのそのそのその他自主他自主他自主他自主グループグループグループグループ活動活動活動活動にににに無料無料無料無料でででで参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。

そのそのそのその他他他他、、、、イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催などのおなどのおなどのおなどのお知知知知らせをしますらせをしますらせをしますらせをします。。。。

１１１１

２２２２

３３３３

４４４４

一緒に、
地域づくりに
取り組みま
しょう！！

ひとつの取り組みを通して・・・

自治体自治体自治体自治体
（本来縦割り）

商店街商店街商店街商店街

○
○

課

□
□

課

△
△

課

△
△

屋

□
□

屋

○
○

屋

保健
医療

福祉専門職の
集合体

地 域

形だけのネットワークは機能しない。実際を取り組みながら生まれる関係。
それが本来のネットワーク！！



キーワードは、「社会参加」

いくついくついくついくつになってもになってもになってもになっても、、、、持病持病持病持病があってもがあってもがあってもがあっても、、、、１１１１人人人人でででで外出外出外出外出できなくてもできなくてもできなくてもできなくても、、、、そのそのそのその人人人人なりのなりのなりのなりの
社会参加社会参加社会参加社会参加のののの『『『『 場場場場 』』』』があるがあるがあるがある・・・・・・・・・・・・。。。。

ひとつのひとつのひとつのひとつの大大大大きなきなきなきな施設施設施設施設よりよりよりより、、、、地域地域地域地域にそんなにそんなにそんなにそんな場場場場がたくさんあることががたくさんあることががたくさんあることががたくさんあることが重要重要重要重要
なんですなんですなんですなんです！！！！！！！！

いくつになっても、行きたい場所がある！
それは、気軽に訪れることができる場所。

行きたいと思える場所！
そこには、友人・知人がいて、自分を待っていてくれる。

必要としてくれている。

３５３５３５３５年前年前年前年前とととと比較比較比較比較してしてしてして見見見見ましょうましょうましょうましょう

６５６５６５６５才以上独居才以上独居才以上独居才以上独居・・・・高齢世帯高齢世帯高齢世帯高齢世帯のののの割合割合割合割合

9.69.69.69.6
%%%%

14.4%14.4%14.4%14.4%
8.68.68.68.6
%%%%

6.26.26.26.2
%%%%

54.4%54.4%54.4%54.4%

65656565才以上才以上才以上才以上のののの単独単独単独単独
世帯世帯世帯世帯

ともにともにともにともに65656565才以上才以上才以上才以上のののの
夫婦夫婦夫婦夫婦のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯

三世代世帯三世代世帯三世代世帯三世代世帯

親親親親とととと未婚未婚未婚未婚のののの子子子子どもどもどもども
のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯

そのそのそのその他他他他のののの世帯世帯世帯世帯

30%30%30%30%

22%22%22%22%

11%11%11%11%

18%18%18%18%

19%19%19%19%

昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年年年年 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年



後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者（（（（７５７５７５７５歳以上歳以上歳以上歳以上））））のののの独居独居独居独居・・・・夫婦夫婦夫婦夫婦のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯はははは、、、、３０３０３０３０年後倍加年後倍加年後倍加年後倍加！！！！

１１１１．．．．高齢者高齢者高齢者高齢者のいるのいるのいるのいる世帯世帯世帯世帯のののの２３２３２３２３％％％％がががが単独世帯単独世帯単独世帯単独世帯。。。。２９２９２９２９．．．．５５５５％％％％がががが「「「「夫婦夫婦夫婦夫婦のみのみのみのみ世帯世帯世帯世帯」」」」

２２２２．「．「．「．「単独世帯単独世帯単独世帯単独世帯」」」」のうちのうちのうちのうち約約約約７５７５７５７５％％％％をををを女性女性女性女性がががが占占占占めるめるめるめる。。。。

我が国における平均寿命の推移

・江戸時代初期 ３０歳前後

・1950年代（戦後）

３５０年後

５０歳前後

・現 在

６０年後

男性７９.５９歳
女性８６.44歳
（25年連続世界一）

83歳



85858585歳以上歳以上歳以上歳以上ではではではでは4444人人人人にににに1111人人人人がががが認知症認知症認知症認知症ですですですです。。。。85858585歳以上歳以上歳以上歳以上ではではではでは4444人人人人にににに1111人人人人がががが認知症認知症認知症認知症ですですですです。。。。

■■■■ 認知症認知症認知症認知症老人老人老人老人（（（（65656565歳以上歳以上歳以上歳以上））））のののの年齢区分別出現率年齢区分別出現率年齢区分別出現率年齢区分別出現率
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1.51.51.51.5％％％％

3.63.63.63.6％％％％

7.17.17.17.1％％％％

14.614.614.614.6％％％％

27.327.327.327.3％％％％

私たちが関わる大都市部地域
社会のこれからは、

「一人暮らしで９０歳！

そして・・・、認知症」

というケースがごく普通にあり
得る。



介護が必要になったら、
いつでも相談に
来てください！！

素朴な疑問・・・

いざいざいざいざ、、、、介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になったらになったらになったらになったら、、、、誰誰誰誰がががが
相談相談相談相談にににに来来来来れるのでしょうれるのでしょうれるのでしょうれるのでしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・？？？？？？？？？？？？

窓口で待っていても、
地域で暮らすみなさんの思いを
知ることはできない。

知らなければ、
「病気や身体が動かない」
という、見える部分だけに必要な支援
しか自分たちはできない。



私たちは、制度の決まりの中で働く専門家。

本来、制度を利用することになって初めて
皆さんと出会う立場。

でも、その制度だけでは、「住みなれた地
域で元気に暮らし続けたい！」
という思いを実現することはできない！
そのことをよぉ～くわかっているのも、

私たち専門職なんです！

ネットワークづくりへの
発想の転換①



私たち専門職が築くネットワークは
誰のため・・・？？？

地域のため、高齢者のため、家族のため・・・？
やらなければいけないから・・・・？

こんな気の重い、
苦痛な

ことはありません！！

自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの本来持本来持本来持本来持っているっているっているっている
専門性専門性専門性専門性をををを発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる
仕事仕事仕事仕事をするためをするためをするためをするため！！！！

生死に関わるぎりぎりの状態で
通報により初めて介入！

（こんなときは専門職もへったくれもない！）

高齢者

医療サービス介護・福祉サービス

ちょっとした気遣い・
支え合い・声掛け

趣味・楽しみ・
社会的役割

支援支援

お互いさまお互いさま

連携

協働

地域の中で「支援支援支援支援とおとおとおとお互互互互いいいい様様様様のののの共同作業共同作業共同作業共同作業」が、今、大都市で求められています！！



おおた高齢者見守りネットワークに関わる専門職

ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー 社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士

介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士

保健師保健師保健師保健師看護師看護師看護師看護師

理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士

弁護士弁護士弁護士弁護士

福祉用具専門相談員福祉用具専門相談員福祉用具専門相談員福祉用具専門相談員 ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー

管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士

医医医医 師師師師

マッサージマッサージマッサージマッサージ師師師師 歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師

私たち、おおた高齢者見守りネットワークに
関わっている、
この地域の専門職たちの最終目標！！

・ ＳＯＳの声を、自ら上げられない

人たちに、
自分たち専門職の手を
さしのべられるまで・・・・。



こちらから、写真で
つづる「おおた高齢
者見守りネットワー
ク」３年間の歩みを
見ることができます。

ブログ「地域包括支援センター沢の気の向くまま・感じたまま」
「おおた高齢者見守りネットワーク」の取り組みがタイムリーでご覧になれます。

ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ ：：：： http://noborisawa.blog121.fc2.com/


