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of health providers in a local medical institution by using regional
alliances
研究開発分担者

（日本語）国立大学法人 東京大学医学部附属病院 精神神経科
特任講師 近藤 伸介

所属 役職 氏名： （英 語）Shinsuke Kondo
Assistant Professor
Department of Neuropsychiatry, The University of Tokyo Hospital
開発課題名：
（日本語）急性期病院と連携する立場にある在宅・介護施設の観点から、認知症対応プログ
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開発課題名：
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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告の場合
高齢社会を迎え、医療依存度の高い認知症患者が増え、医療機関での認知症の初期対応が求められて
いる。本研究では、一般病院の医療者への教育介入ならびに多職種連携システムにより、医療者の認
知症ケアの質向上を図ることで患者と家族に適時・適切な医療やケアを提供できることを目的とし
た、多職種での認知症初期対応プログラムの開発を目指している。
今年度は、研究の基盤体制を構築するため、研究参加施設のリクルート、研究コンセプトの検討と研
究計画書の作成、プログラムの教育資材の開発等、研究の基盤体制を構築した。また、介入の対象集
団とエンドポイントを同定するために、全国の一般病院を対象に身体拘束の実施状況と退院後のケ
アや介護の提供場所の移動について調査を実施した。次年度は、実態調査を基に、介入の対象集団と
エンドポンﾄを同定し、認知症初期対応プログラムのパイロットテストを実施する。
With the proportion of elderly people growing, the prevalence of dementia in patients
presenting to acute hospitals with physical and mental conditions has increased. The purpose of
this study is to develop a support program for people with dementia in acute hospital settings
(PENTA program). A multidisciplinary intervention will be used to treat and care for dementia
patients and to thus establish multiple access points in the dementia-care pathway in Japan.
This fiscal year, we strengthened the foundations of the trial; recruited participating
facilities; established the concept of the trial and the associated survey; wrote the protocol; and
developed a dementia education program. To identify trial objectives and endpoints, we
administered a multicenter survey of restraint in general hospitals and of care delivery after
hospital discharge. Next fiscal year, we intend to use the survey results to identify the objectives
and endpoints and to administer a pilot trial of the PENTA program.



研究開発分担者による報告の場合
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