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認知症周辺症状への基本対応
（P5を参照）を行うとともに、
関係者と対応策の協議 
（カンファレンス等） 

・初めて介護認定を受ける方やすでに要支援
1･2の認定をお持ちの方の相談窓口です。 

・成年後見制度の活用も支援します。 

・今のところ生活上の明らかな支障がない方
も不安なことがあればご相談下さい。 

※ 関西労災病院では、別の「認知症診断依頼書」

（資料④）および報告書があります。 

[注] 市外の後方支援精神科病院 

有馬病院、有馬高原病院、伊丹天神川病院、

仁明会病院、宝塚三田病院 

 

・すでに要介護 1～5 の認定をお持ちの方で

現在介護サービスを利用している方、もしく

はこれから介護サービスの利用を検討して

いる方のケアプランを作成します。 

相談・
受診 

 

相談窓口 

（要介護者） （要支援者・未申請の方） 

地域包括支援 

センター 
居宅介護支援事業者 
（ケアマネジャー） 

認定区分などにより、窓口が異なります 

 

診療情報提供書 

通常の 

依頼 

返書 

報告 

緊急 / 非緊急, or 日勤帯 

/ 休日夜間帯にて、対応
医療機関が異ります。 

認知症 BPSD対応医療機関 

(外来対応) 

・市内 心療内科（精神科）等の診療所 

認知症 BPSD対応病院 
(入院対応) 

・市外の後方支援精神科病院 [注]  

・兵庫県精神科救急情報センター 

入院依頼 

BPSD出現時の 
診察依頼（P9・10を参照） 

 

認知症の精密診断・鑑別依頼 
（P8を参照） 

 

本人・家族 

認知症対応連携パス 
（資料②） 

検査結果報告書コピー 
（資料⑤） 

連携・情報提供 

相談 

介護の依頼 
（P9を参照） 

 

認知症精密診断対応医療機関 
(認知症・もの忘れ外来) 

合志病院・尼崎中央病院・西武庫病院・ 

県立尼崎総合医療センター・ 

関西労災病院   

認知症対応連携パス 
（資料②） 

検査結果報告書コピー 
（資料⑤） 

報告 

※ 依頼 

認知症対応 

連携パス 

（資料②/

④） ※ 

認知症非対応 

かかりつけ医 

お住まい近くの 

認知症対応かかりつけ医 
(認知症対応医療機関 A・B ) 

（P18～20を参照） 

紹介 

相談 

初期集中 

支援チーム 

依頼 

依頼 
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認知症周辺症状への基本対応
（P5を参照）を行うとともに、
関係者と対応策の協議 
（カンファレンス等） 
 

・初めて介護認定を受ける方やすでに要支援
1･2の認定をお持ちの方の相談窓口です。 

・成年後見制度の活用も支援します。 

・今のところ生活上の明らかな支障がない方
も不安なことがあればご相談下さい。 

※ 関西労災病院では、別の「認知症診断依頼書」

（資料④）および報告書があります。 

[注] 市外の後方支援精神科病院 

有馬病院、有馬高原病院、伊丹天神川病院、

仁明会病院、宝塚三田病院 

 

相談窓口 

・すでに要介護 1～5 の認定をお持ちの方で

現在介護サービスを利用している方、もしく

はこれから介護サービスの利用を検討して

いる方のケアプランを作成します。 

（要介護者） （要支援者・未申請の方） 

地域包括支援 

センター 
居宅介護支援事業者 
（ケアマネジャー） 

相談・
受診 

 

相談 

認定区分などにより、窓口が異なります 

 

かかりつけ医 

診療情報提供書 

通常の 

依頼 

返書 

報告 

緊急 / 非緊急, or 日勤帯 

/ 休日夜間帯にて、対応
医療機関が異ります。 

認知症 BPSD対応医療機関 

(外来対応) 

・市内 心療内科（精神科）等の診療所 

認知症 BPSD対応病院 
(入院対応) 

・市外の後方支援精神科病院 [注]  

・兵庫県精神科救急情報センター 

入院依頼 

BPSD出現時の
診察依頼 

（P9・10を参照） 

 

認知症対応連携パス 

（資料②/④） 

依頼 

認知症対応連携パス 
（資料②） 

検査結果報告書コピー 
（資料⑤） 

報告 

地域医療室で事前予約 

認知症診断対応医療機関 
(認知症鑑別外来) 

合志病院・尼崎中央病院・西武庫病院・ 

尼崎だいもつ病院・とみた脳神経クリニック・

県立尼崎総合医療センター・ 

関西労災病院   

認知症の鑑別依頼 
（P8を参照） 

本人・家族 
認知症対応連携パス 
（資料②） 

検査結果報告書コピー 
（資料⑤） 

情報提供 

相談 

介護の依頼 
（P9を参照） 

 

※ 

 

※ 
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重要！ 認知症対応されない先生は、患者さんのお住まい近くの認知症対応医療機関(A or B) 

(P18～20参照）へご紹介ください。（認知症のかかりつけ医になっていただきます） 

認知症対応医療機関でない先生でも、認知症患者さんに対応される場合には、 

認知症対応かかりつけ医と同じフローで対応してください。 

尼崎市認知症対応連携フローは、以下の３つの連携にて構成されています（P７ フロー図参照）。 

(1) 認知症対応かかりつけ医⇔ 尼崎市認知症精密診断対応医療機関 

・ 診療所にて認知症又は認知症の疑いの患者さんを診られ、精密診断や鑑別診断がさらに必

要と思われたら、市内の認知症精密診断対応医療機関(下記＄)の認知症外来へ『尼崎市認知
症対応連携パス』（資料②； P11 注１）を用いて、診断と治療指針をご依頼してください。 
なお、関西労災病院へ認知症診断依頼の際には、従来の『関西労災病院 診療情報提供書

（認知症用）』（資料④； P13）もご利用可能です。 

＄ 尼崎市認知症精密診断対応医療機関   (平成 28年 10月時点) 

 合志病院、尼崎中央病院、西武庫病院、兵庫県立尼崎総合医療センター、 
 関西労災病院             

・ 認知症精密診断対応病院でのご本人またはご家族への診療結果説明の際には、『記憶・認知

機能検査の結果（家族説明用）』（資料⑤；P 14）を使用し、そのコピーをご本人またはご家
族へお渡しします。 

・ 『記憶・認知機能検査の結果（家族説明用）』原本は、認知症精密診断対応病院で保管しま

すが、そのコピーは『尼崎市認知症対応連携パス』（資料②；P11 注１）とともに、ご紹介
元へ郵送いたしますので、今後の対応の指導などの参考になさってください。 

注１； 共通パスシートとしての尼崎市認知症対応連携パス（尼崎市医師会版） 
この１枚のパス帳票で、 
① 「認知症対応かかりつけ医」から「認知症精密診断対応病院」への紹介状（専門診

断依頼書） 
② 「認知症精密診断対応病院」から「認知症対応かかりつけ医」への診断報告書（返書） 
③ 「認知症対応かかりつけ医」から「地域包括支援センター」又は、「居宅介護支援事

業者」への相談依頼書 （P12 ◆かかりつけ医 ⇔ 介護を参照）。 

の連携利用に可能な共通パスシートに成っており、手間なく情報の共有化が可能です。 
記入の仕方については、『パスの記入説明』（資料③；P12）をご参照下さい。 

従来の『関西労災病院 診療情報提供書（認知症用）』（資料④；P 13）は、共通パスシ
ートにはなっていません。 

・精密診断後の認知症安定時における治療や経過観察は、原則、認知症対応かかりつけ医にて

おこないますが、周辺症状（BPSD）を含めて認知症症状が悪化した場合は、利用された認
知症精密診断対応医療機関への相談（入院は不可と思われます）、または、認知症専門医療機

関（診療所や病院）への相談や紹介が可能です。 

 ※P9 （3）認知症対応かかりつけ医 ⇔ 認知症 BPSD対応専門医療機関を参照） 
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(2) 認知症対応かかりつけ医 ⇔ 介護 

・患者さんやご家族の希望、あるいは、介護の介入が必要と思われる場合には、前記『尼崎市

認知症対応連携パス』（資料②； P11, P8  注１）と『記憶・認知機能検査の結果（家族説
明用）』（資料⑤； P14）のコピーを用いて、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者
（ケアマネジャー）に連絡していただくことで、「認知症対応かかりつけ医」との密な医療介

護連携体制が可能となります。 

 なお、連絡先は、認定区分（要介護・要支援・未申請等）にて以下のように異なります。 

介護担当部署への連絡先； 
 要支援者や未申請の方 →  地域包括支援センター（Ｐ21•22参照） 
 要介護者 →  居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）（Ｐ23参照） 

・介護内容は、認知度等により異なりますので、担当ケアマネジャーにお尋ねください。 

 

(3) 認知症対応かかりつけ医 ⇔ 認知症 BPSD対応専門医療機関 

・周辺症状（BPSD）出現など認知症症状が悪化した場合は、尼崎市内心療内科（精神科）等
の BPSD対応の診療所（注２）や市外の後方支援精神科病院（注３）での専門的治療(外来
/入院)、相談などが必要になります。 

注２； 尼崎市内の心療内科（精神科）等の BPSD対応診療所  

地域 
包括 

医師会 
地区 

医療機関名称 医 師 名 郵便番号 住     所 電話番号 

園田北 園田 こくらクリニック 小倉 義廣 661-0981 猪名寺2丁目6-25 1F 6498-7721 
園田北 園田 新名診療所 新名 荘史 661-0953 東園田町6丁目119-14 6493-4080 
立花南 南立水 塩山心療内科 塩山 晃彦 660-0052 七松町1丁目2-1-601E 6414-0334 

立花北 塚口 
はんしん 

メンタルクリニック 

真殿  実 
梶本 康雄 

661-0002 塚口町1丁目13-1 2F 6427-7155 

立花北 塚口 たぐちクリニック 田口 隆司 661-0002 塚口町1丁目10-1 4F 6429-1551 
立花北 塚口 北村クリニック 北村 輝男 661-0002 塚口町 6丁目 20-13 6426-8080 

大庄北 南立水 田島診療所 
三橋  徹 

（千住典男） 
660-0054 西立花町2丁目14-8 6411-0600 

大庄北 大島 藤川医院 藤川  亮 660-0063 大庄北 4丁目 18-6 6417-0389 
小田南 杭瀬 かやはらクリニック 栢原 尚之 660-0812 今福1丁目1-28 4950-0122 

小田南 長楽 わだ脳神経外科 
クリニック 和田 太郎 660-0803 長洲本通 1丁目 10-1 

1F 4848-2274 

中央東 長楽 松下メンタルクリニック 松下 寿能 660-0881 昭和通2丁目6-30 2F 6481-8119 
中央東 城内開明 あらいクリニック 新井 啓之 660-0882 昭和南通4丁目68-3 2F 6411-0303 
中央東 難波 はらクリニック 原  秀憲 660-0892 東難波町5丁目7-20 1F 6415-9081 

中央西 難波 いまきたファミリー 
クリニック 今北 正道 660-0892 東難波町 3丁目 10-20 6625-8188 

武庫東 武庫之荘 とみた脳神経 
クリニック 冨田 洋司 661-0035 武庫之荘1丁目18-5 1F 6434-1236 

武庫西 武庫之荘 おぐらクリニック 小倉  哲 661-0042 常吉 1丁目 2-8 4962-5320 
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注３； 市外の後方支援精神科病院 
・有馬病院 ・有馬高原病院 ・伊丹天神川病院 ・仁明会病院 ・宝塚三田病院 

※  上記の精神科病院を利用する際は、別途定めた「尼崎市認知症医療・介護ネット
ワーク後方支援精神科病院名簿」(資料⑥； P15, P16を参照)を必ずお読みの上、
記載の受付時間や注意事項を遵守願います。 

※ 県立尼崎総合医療センターの精神科病床は、現時点では身体合併症を伴う精神疾

患患者さんの受入れ専用の緊急病床です。 

 ★ BPSD出現時の対応について 

１） 医療機関へ診察依頼 
診療受入れ可能な対応専門医療機関は、BPSDの発症時間帯（平日日勤帯 or休日・夜間
帯）および緊急性の有無（治療を急ぐ or 急がない）により異なります。 
＊ 平日日勤帯で、非緊急（緊急入院不要）の場合； 

・当日、又は、翌日に、市内心療内科（精神科）クリニックへ紹介 
＊ 休日・夜間帯で、非緊急（緊急入院不要）の場合； 

・翌日（休日明け）に、市内心療内科（精神科）クリニックへ紹介 
＊ 平日日勤帯で、緊急（治療を急ぐ）の場合；             

1st  心療内科（精神科）クリニックへ連絡 
        →必要に応じて、市外の後方支援精神科病院への入院調整を考慮 

2nd  緊急入院も考慮する場合、市外の後方支援精神科病院への直接問合せも考慮 

3rd  状況に応じて、県立尼崎総合医療センター・関西労災病院への問合せも可能 
（但し、First Callではない） 

＊ 休日・夜間帯で緊急（治療を急ぐ）の場合；  
1st  兵庫県精神科救急情報センター（TEL 078-367-7210）へ連絡） 
2nd  市外後方支援精神科病院へ直接問い合わせ  
3rd  受入れ先がない場合、県立尼崎総合医療センターへの問合せも可能 

（但し、First Callではない） 
２）警察への連絡 

凶器を振り回す、暴力的に他人に危害を加える場合 

《補足》 
・地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談について 

重症化していない患者さんで、既に介護保険を利用されている場合には、担当のケア

マネジャーや地域包括支援センターが、介護サービス事業所での緊急ショートステイ

での一時的対応に関する相談を受けることもできる（家族からの相談も可能）。 

・認知症サポート医の活用 

対応困難な場合には、認知症サポート医にご相談下さい。 

（P17 認知症患者さんおよび医療介護従事者をささえる尼崎市医師会内の 3つの

グループ (3)認知症サポート医を参照） 

  
付記：画像診断依頼について 

臨床的に認知症の診断がほぼ確定している場合や経過観察として、頭部 CT検査・MRI
検査だけを要する際には、認知症診断対応病院の地域医療連携室（または、放射線部）

を介して通常の検査依頼として予約していただけます。 

  尼崎中央病院、県立尼崎総合医療センター、関西労災病院 
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