
認知症施策の動向等について

令和３年３月２５日

老健局認知症施策・地域介護推進課
課長補佐 加藤英樹
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日本医療研究開発機構 認知症研究開発事業
「健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究」
悉皆調査を行った福岡県久山町、石川県中島町、愛媛県中山町における認知症有病率調査結果
（解析対象 5,073人）

研究代表者 二宮利治（九州大学大学院）提供のデータより作図

年齢階級別の認知症有病率
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「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

認 知 症 の 人 の 将 来 推 計 に つ い て

⃝長期の縦断的な認知症の有病率調査を行っている久山町研究のデータから、

新たに推計した認知症の有病率（2025年）。

✓各年齢層の認知症有病率が、2012年以降一定と仮定した場合：19％。

✓各年齢層の認知症有病率が、2012年以降も糖尿病有病率の増加により上昇

すると仮定した場合：20.6％。
※ 久山町研究からモデルを作成すると、年齢、性別、生活習慣病（糖尿病）の有病率が認知症の有病率に影響することがわかった。

本推計では2060年までに糖尿病有病率が20％増加すると仮定した。

⃝本推計の結果を、平成25年筑波大学発表の研究報告による2012年における

認知症の有病者数462万人にあてはめた場合、2025年の認知症の有病者数

は約700万人となる。

年
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平成27年
(2015)
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各年齢の認知症有
病率が一定の場合

の将来推計

人数/(率) 462万人

15.0％

517万人

15.7％

602万人
17.2％

675万人
19.0％

744万人
20.8％

802万人
21.4％

797万人
21.8％

850万人
25.3％

各年齢の認知症有
病率が上昇する場
合の将来推計

人数/(率)

525万人
16.0％

631万人
18.0％

730万人
20.6％

830万人
23.2％

953万人
25.4％

1016万人
27.8％

1154万人
34.3％

【参考】
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若年性認知症実態調査結果概要（R2.3）

○全国における若年性認知症者数は、3.57万人と推計 （前回調査（H21.3）3.78万人）※

○18-64歳人口における人口10万人当たり若年性認知症者数（有病率）は、50.9人（前回調査（H21.3）47.6人）

※前回調査と比較して、有病率は若干の増加が見られているが、有病者数は若干減少。有病者数が減少している理由は、当該年代の人口が減少しているため。

アルツハイマー型

認知症

52.6%

脳血管性

認知症

17.1%

前頭側頭型認知症

9.4%

外傷による

認知症

4.2%

レビー小体型認知症／パーキン

ソン病による認知症

4.1%

その他

12.6%

（図）若年性認知症（調査時65歳未満）の

基礎疾患の内訳

出典：日本医療研究開発機構認知症研究開発事業による「若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システムの開発」 （令和２年３月）

全国12地域（札幌市，秋田県，山形県，福島県，群馬県，茨城県，東京4区，山梨県，新潟県，名古屋市，大阪4市，愛媛県）の医療機関・
事業所・施設等を対象に、若年性認知症利用者の有無に関する質問紙票調査を実施（一次調査）。利用がある場合には、担当者・本人・家族を対象に
質問紙票調査を実施（二次調査）。二次調査に回答した本人・家族のうち、同意が得られた者を対象に面接調査を実施（三次調査）。

調査対象及び方法

➢ 最初に気づいた症状は「もの忘れ」が最も多く
（66.6%）、「職場や家事などでのミス」
（38.8%）「怒りっぽくなった」（23.2%）が
これに続いた。

➢ 若年性認知症の人の約6割が発症時点で就
業していたが、そのうち、約7割が退職していた。

➢ 調査時65歳未満若年性認知症の人の約３
割が介護保険を申請しておらず、主な理由は

「必要を感じない」（39.2%）「サービスについ
て知らない」（19.4%）、「利用したいサービス
がない」（13.0％）「家族がいるから大丈夫」
（12.2%）であった。

➢ 調査時65歳未満若年性認知症の人の世帯で
は約6割が収入が減ったと感じており、主な収入
源は、約4割が障害年金等、約1割が生活保
護であった。

（表）年齢階層別若年性認知症有病率（推計） 主な調査結果

人口10万人当たり
有病率（人）

年齢 男 女 総数

18～29 4.8 1.9 3.4

30-34 5.7 1.5 3.7

35-39 7.3 3.7 5.5

40-44 10.9 5.7 8.3

45-49 17.4 17.3 17.4

50-54 51.3 35.0 43.2

55-59 123.9 97.0 110.3

60-64 325.3 226.3 274.9

18-64 50.9
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※調査対象及び方法

熊本県、愛媛県、富山県、群馬県、茨城県の全域における認知症の者が利用する可能性がある全ての保健・医療・福祉関係施設・機関に
対し、若年性認知症（発症年齢と調査時点の年齢がいずれも６５歳未満の者と定義）アンケート調査を実施。また横浜市港北区と徳島市に
おいても類似の方法で調査を実施。

○全国における若年性認知症者数は３.７８万人と推計
○１８－６４歳人口における人口１０万人当たり若年性認知症者数は、４７．６人
○基礎疾患としては、脳血管性認知症（３９．８％）、アルツハイマー病（２５．４％）、頭部外傷後
遺症（７．７％）、前頭側頭葉変性症（３．７％）、アルコール性認知症（３．５％）、レビー小体型
認知症（３．０％）の順であった。

（表）年齢階層別若年性認知症有病率（推計）

年齢

人口１０万人当たり
有病率(人)

推定
患者数
(万人)男 女 総数

18-19 1.6 0.0 0.8 0.002

20-24 7.8 2.2 5.1 0.037

25-29 8.3 3.1 5.8 0.045

30-34 9.2 2.5 5.9 0.055

35-39 11.3 6.5 8.9 0.084

40-44 18.5 11.2 14.8 0.122

45-49 33.6 20.6 27.1 0.209

50-54 68.1 34.9 51.7 0.416

55-59 144.5 85.2 115.1 1.201

60-64 222.1 155.2 189.3 1.604

18-64 57.8 36.7 47.6 3.775

出典：厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）による「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究」（平成２１年３月）

脳血管性認知症
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25.4%
頭部外傷後遺症
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前頭側頭葉
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症

3.5%

レビー小体型認知

症/認知症を伴う

パーキンソン病
3.0%

その他

17.0%

(図)若年性認知症の基礎疾患の内訳

若年性認知症数の推計（H21年3月） （参考）前回データ
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○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の各サービスの利用者の割合をみると、認知症に特化した
サービス以外では、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設及び地域密着型介護老人福祉施設が9割
を超えている。

※要支援１，２は含まない。また、該当なしを含まない。
※平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成27年度調査） 「介護保険サービスにおける認知症高齢者へのサービス提供に関する実態調査研究事業」より
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Ⅲ以上の割合 Ⅱ以上の割合 ・・・認知症関連加算の加算要件として日常生活自立度Ⅲ以上が
要件となっているもの

・・・認知症関連加算の加算要件として日常生活自立度Ⅱ以上が
要件となっているもの

認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上の利用者の状況
参考資料
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認知症施策の主な取組の変遷
介護保険法施行 ～ 新オレンジプラン ～ 認知症施策推進大綱
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これまでの主な取組

① 平成12年に介護保険法を施行。認知症ケアに多大な貢献。

・認知症に特化したサービスとして、認知症グループホームを法定。
・介護保険の要介護（要支援）認定者数は、
制度開始当初218万人→2018年4月末644万人と3倍に増加。

・要介護となった原因の第1位は認知症。

② 平成16年に「痴呆」→「認知症」へ用語を変更。

③ 平成17年に「認知症サポーター（※）」の養成開始。
※90分程度の講習を受けて、市民の認知症への理解を深める。

④ 平成26年に認知症サミット日本後継イベントの開催。
※総理から新たな戦略の策定について指示。

⑤ 平成27年に関係12省庁で新オレンジプランを策定。（平成29年７月改定）

⑥ 平成29年に介護保険法の改正。
※新オレンジプランの基本的な考え方として、介護保険法上、以下の記載が新たに盛り込まれた。
・認知症に関する知識の普及・啓発
・心身の特性に応じたリハビリテーション、介護者支援等の施策の総合的な推進
・認知症の人及びその家族の意向の尊重 等

⑦ 平成30年12月に認知症施策推進関係閣僚会議が設置。

⑧ 令和元年６月に認知症施策推進大綱が関係閣僚会議にて決定。
7



認知症施策推進大綱について
新オレンジプランの事業の踏襲、今後の基本的な考え方と新たな取り組み
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○ 平成27年に「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）を策定し、認知症の人の意思が尊重され、で
きる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが出来る社会の実現に向けた取組みを進めてきた。

○ 平成30年12月には、認知症に係る諸問題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的に対策を推進することを目的として「認知症施
策推進関係閣僚会議」が設置され、令和元年６月18日に「認知症施策推進大綱」が取りまとめられた。

④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の
人への支援・社会参加支援

⑤ 研究開発・産業促進・国際展開

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

【基本的考え方】
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を

重視しながら｢共生｣※１と｢予防｣※２を車の両輪として施策を推進

① 普及啓発・本人発信支援

② 予防

※1 「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きるという意味
※2  「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味

・企業・職域での認知症サポーター養成の推進
・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開 等

・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充
・エビデンスの収集・普及 等

・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化
・家族教室や家族同士のピア活動等の推進 等

・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり
・企業認証・表彰の仕組みの検討
・社会参加活動等の推進 等

・薬剤治験に即応できるコホートの構築 等

具体的な施策の５つの柱

○ 認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人
が認知症になることなども含め、多くの人にとって身
近なものとなっている。

○ 生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、
周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って前
を向き、力を活かしていくことで極力それを減らし、
住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮ら
し続けることができる社会を目指す。

○ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の
予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持
等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が
示唆されていることを踏まえ、予防に関するエビデン
スを収集・普及し、正しい理解に基づき、予防を含め
た認知症への「備え」としての取組を促す。結果とし
て70歳代での発症を10年間で1歳遅らせることを目指
す。また、認知症の発症や進行の仕組みの解明や予防
法・診断法・治療法等の研究開発を進める。

コンセプト

認知症施策推進大綱（概要）（令和元年６月１８日認知症施策推進関係閣僚会議決定）

認知症施策の総合的な推進について

認
知
症
の
人
や
家
族
の
視
点
の
重
視

対象期間：2025（令和７）年まで
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＜認知症施策推進大綱（抜粋） 基本的考え方＞

○ 地域や職域で認知症の人や家族を手助けする認知症サポーターの養成を進めるとともに、生活環境の中で
認知症の人と関わる機会が多いことが想定される小売業・金融機関・公共交通機関等の従業員等向けの養
成講座の開催の機会の拡大や、学校教育等における認知症の人などを含む高齢者への理解の推進、地域の
高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である地域包括支援センター及び認知症疾患医療セン
ターの周知の強化に取り組む。

○ 地域で暮らす認知症の人本人とともに普及啓発を進め、認知症の人本人が自らの言葉で語り、認知症に
なっても希望を持って前を向いて暮らすことができている姿等を積極的に発信していく。

１．普及啓発・本人発信支援

＜主な内容＞
○ 認知症サポーター
・ 企業・職域でのサポーター養成講座の拡充
・ サポーターの養成 ＋ 地域の支援ニーズとつなぐ仕組みの強化

○ 認知症本人からの発信機会の拡大
・ 「認知症とともに生きる希望宣言」等の更なる展開
・ ピアサポートの支援の推進 等

10



【目標値】 ◆２０２０年度末 １,２００万人 （２０２０（令和２年）６月末実績 １，２６８万人）

◆２０２５（令和７）年末 企業・職域型の認知症サポーター養成数４００万人

～各種養成講座～

《キャラバンメイト養成研修》

■実施主体：都道府県、市町村、全国的な職域団体等

■目 的 ：地域、職域における「認知症サポーター養成講座」の講師役

である「キャラバンメイト」を養成

■内 容 ：認知症の基礎知識等のほか、サポーター養成講座の展開方法、

対象別の企画手法、カリキュラム等をグループワークで学ぶ。

《認知症サポーター養成講座》

■実施主体：都道府県、市町村、職域団体等

■対 象 者 ： 〈住民〉自治会、老人ｸﾗﾌﾞ､民生委員、家族会、防災・防犯組織 等

〈職域〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパーマーケット

コンビニエンスストア、宅配業、公共交通機関 等

〈学校〉小中高等学校、教職員、ＰＴＡ 等

【認知症サポーター】

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対して、できる範囲での
手助けをする人

「認知症サポーター養成講座 DVD」
～スーパーマーケット編、マンション管理者編、
金融機関編、交通機関編、訪問業務編～

認知症施策推進大綱認知症サポーターの養成
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■企業等における認知症サポーターの養成
小売業・金融機関・公共交通機関など職種のサポーターに認知症の理解を深めてもらう
ため、各業界における認知症サポーター対応力向上のＤＶＤを作成

「認知症サポーター養成講座 DVD」
～スーパーマーケット編、マンション管理者編、金融機関編、交通機関編、訪問業務編～

【事例DVDの構成】
①認知症の人への接し方
②悪い対応事例
③望ましい対応事例
④接し方のアドバイス

サポーター数

自治体・地域において養成されたサポーター 11,980,577人

企業・団体において養成されたサポーター 606,870人

金融機関 217,115人

マンション管理会社 81,771人

デパート・小売業 48,881人

その他 259,103人

広域からの参加者によるシンポジウム・フォーラムによるサポーター 97,232人

合 計 12,684,679人

認知症サポーター養成状況 実施主体別（令和２年３月３１日現在）

平成29年度老人保健健康増進等事業「企業等における認知症サポーターの養成と地域との連携促進に関する調査研究事業」

【目標値】 ２０２５（令和７）年末 企業・職域型の認知症サポーター養成数４００万人
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第２ 具体的な施策

１．普及啓発・本人発信支援

【基本的考え方】

認知症の人が生き生きと活動している姿は、認知症に関する社会の見方を変えるきっかけともなり、また、多くの認知症の人に

希望を与えるものでもあると考えられる。認知症の人が、できないことを様々な工夫で補いつつ、できることを活かして希望や生

きがいを持って暮らしている姿は、認知症の診断を受けた後の生活への安心感を与え、早期に診断を受けることを促す効果もある

と考えられる。

認知症に対する画一的で否定的なイメージを払拭する観点からも、地域で暮らす認知症の人本人とともに普及啓発を進め、認知

症の人本人が自らの言葉で語り、認知症になっても希望を持って前を向いて暮らすことができている姿等を積極的に発信していく。

（３）認知症の人本人からの発信支援

○ 認知症の人本人からの発信の機会が増えるよう、地域で暮らす本人とともに普及啓発に取り組む。具体的には、「認知症ととも

に生きる希望宣言」について、「認知症本人大使（希望宣言大使（仮称））」を創設すること等により、本人等による普及活動を

支援する。また、認知症サポーター講座の講師であるキャラバン・メイトの応援者を認知症の人が務める「キャラバン・メイト大

使（仮称）」を創設し、全都道府県へ設置することを検討する。

世界アルツハイマーデーや月間のイベント等においても、本人からの発信の機会を拡大する。

○ 診断直後等は認知症の受容ができず今後の見通しにも不安が大きい。先に診断を受けその不安を乗り越え前向きに明るく生きて

きて思いを共有できるピアサポーターによる心理面、生活面に関する早期からの支援など、認知症の人本人による相談活動を支援

する。また、診断直後の支えとなるよう、認知症の人の暮らし方やアドバイスなどをまとめた「本人にとってのよりよい暮らしガ

イド（本人ガイド）」、本人が今伝えたいことや自身の体験を話し合った「本人座談会（ＤＶＤ）」を普及する。

○ 認知症の人本人が、自身の希望や必要としていること等を本人同士で語り合う「本人ミーティング」の取組を一層普及する。

市町村はこうした場等を通じて本人の意見を把握し、認知症の人本人の視点を認知症施策の企画・立案や評価に反映するよう努める。

認知症施策推進大綱抜粋（令和元年6月18日 認知症施策推進関係閣僚会議決定）

（ 続 く ）
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◆ 令和元年６月に政府においてとりまとめられた「認知症施策推進大綱」において「「認知症とともに生きる希望宣

言」について、「認知症本人大使（希望宣言大使（仮称））」を創設すること等により、本人等による普及活動を支援す

る。」ことが掲げられたことを踏まえ、年代、性別のほか地域性も考慮して、令和２年１月20日に５名の「希望大使」

（丹野智文さん、藤田和子さん、柿下秋男さん、春原治子さん、渡邊康平さん）を任命

認知症の人本人からの発信の支援（希望大使の任命）

13

認知症本人大使「希望大使」任命イベント～私たちと一緒に希望の輪を広げよう～を１月20日に開催

希望大使は、国が行う認知症の普及啓発活動への参加・
協力や国際的な会合への参加、希望宣言の紹介等を行う

認知症の人本人が自らの言葉で語り、認知症になっても希望を持って前を向いて暮らすことができている姿等を積極的に発信

■認知症とともに生きる希望宣言
（（一社）日本認知症本人ワーキンググループが作成）

←「私たちの体験を生かし、希望をもって暮らせる社会を作り出そう」

をテーマに希望ミーティングを実施

認知症の人本人からの発信の支援（認知症本人大使の任命）

14



認知症の人からのメッセージ動画 ～「希望の道」認知症とともに歩いていこう～

〇 令和２年度に厚労省において、全国７人の認知症の人が、自らの希望を語り、地域の中でそれを実際に叶えなが
ら生き生きと過ごしている姿を伝える動画を作成
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/kibou.html

前を向いて、出会い、つながる。そこに「希望の道」がある。
認知症とともに歩いていこう。

「希望大使」や「認知症の人と家族の会」に協力いただき、全国の認知症の人が
自分らしく前向きに認知症とともに生きていく姿を取材しました。

・北海道地区 （北海道札幌市 福田 貞夫さん）
・東北地区 （山形県米沢市 及川 昌秀さん）
・関東信越地区（神奈川県藤沢市 望月 省吾さん）
・東海北陸地区（静岡県富士宮市 森 累美子さん）
・近畿地区 （京都府京都市 下坂 厚さん）
・中国四国地区（鳥取県鳥取市 松本とよ子さん）
・九州地区 （鹿児島県姶良市 川原多喜子さん）

下坂厚さんのメッセージ 望月省吾さんのメッセージ

大手鮮魚店で働いていた下坂厚さんが若
年性アルツハイマー型認知症と診断され
たのは46歳のとき。現在は高齢者を支え
る仕事と趣味の写真撮影に生きがいを見
い出し、充実した毎日を過ごしています。
写真の腕前はプロ顔負け。当事者目線の
情報を日々発信しています。

長く医薬品メーカーに勤めていた藤沢
市の望月省吾さん。趣味は、大学進学
後夢中になったマンドリン演奏。出向先
のワイナリーで学んだ経験を活かし、自
ら参加している認知症当事者の会では
ワイン講座を開催しています。

診断受けた直後はもう、やっぱり誰
とも会いたくないとか、何もしたくな
い、というのがちょっと続いたんです
けども、こちらの西院デイサービスと
いうところで、一緒に仕事しませんか
という話をいただいて、まだまだでき
ることもあるなと思って、うん、がん
ばろうかなと思いました。

認知症になってもまだまだできるこ
ともあるし、じゃあじぶんらしく生き
ていけるにはどうしたらいいのかなと
いうのを自分なりに写真とかでアピー
ルというか公表できたらなと。

外に出て元気に働けるということが、
やっぱり充実しているなと思います。

認知症ってね、要するに皆さんがま
だよくわかってないんですよね。
とにかくなるようにしかならないっ

ていう感じですよね。

人によっては、言ってみれば真綿で
触れるようなね、そんな扱いをしてく
れる方もおられたですよ。
だけどそれでこちらの神経がさわ

るってこともないし、なんでそんなに
気を遣っているのかなって、全然考え
るに至らなかったですよ。

自分ができること、自分が楽しめる
ことをやって、皆さんもなんとなく幸
せな気分になってくれるんですよ。こ
んな幸せなことってないと思いますね。 15

＜動画はこちらから＞



政府広報オンライン 認知症を知ろう！～ご自身や家族の認知症が不安な方へ～

（１）知っておこう！認知症のキホン～認知症
にも初期サイン？～

（２）「認知症」では？と心配になったら～一
人で悩まず相談を！
認知症に関する初期サイン等について、

大阪大学大学院精神医学分野教授で、日本
老年精神医学会の理事長の池田学先生が分
かりやすい言葉で解説。

（３）認知症でもわたしらしく！～認知症本人大使「希望大使」からのメッセージ～
認知症の普及啓発を担っていただいている認知症本人大使（希望大使）の渡邉

康平さん、春原治子さんが、認知症当事者としてのこれまでの体験・想いをコン
パクトに発信。

〇 認知症への社会の理解を深めるため、令和元年度に内閣府政府広報室において2人の希望大使のメッセージを含む
認知症に関する政府広報動画を作成 URL: https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/ninchisho/index.html#a1

認知症になってもね、いろいろ活動する場面がありますのでそうい
うところに出て行って活動できる事は一緒にやらせてもらったりし
て、普段からね私認知症になったんだけれど心配ないよと言うこと
で皆さんになるべく伝えておくことが大事かなと思います。
認知症と言うのはね脳の病気だと言うことで理解していただけます
とこちらも安心してオープンにできますよね。

希望大使渡邊康平さんのメッセージ

僕自身が自分を取り戻してきた。もうほんの少しの分ですけど。
（相談に来た方に）認知症になってもいろんなことできるよと。
認知症になる前にどのような仕事をしていたんですかと聞いて自分が
これできると気づくことができる。
私はこういうことできるなと言うものを自分で見つけていく自分でわ
かっていくことの方が他の人、医師とかいろんな人がこれやったらあ
れやったらいい言うより、自分で見つけることの方が1番はっきり、
自分で自分のできることを見つけたことが1番大きな力になると思う
のです。

希望大使春原治子さんのメッセージ

政府広報オンライン 掲載内容
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都道府県による地域版希望大使の設置の推進
「認知症施策推進大綱」において「認知症サポーター講座の講師であるキャラバン・メイトの応援者を認知症の人が

努める「キャラバン・メイト大使（仮称）」を創設し、全都道府県へ設置することを検討する。」ことが掲げられたこと
を踏まえ、令和２年度以降、都道府県知事が委嘱・任命等を行う地域版の希望大使の設置を推進。
地域版の希望大使は、全国版の希望大使と協働・連携しながら、認知症の普及啓発活動やキャラバン・メイトへの協力

など地域に根ざした活動を行う。

全国版
希望大使

地域版
希望大使

◆厚生労働大臣が任命
・国が行う認知症の普及啓発活動への参加・協力
・国際的な会合への参加・希望宣言の紹介等

◆都道府県知事が委嘱・任命等
・都道府県が行う認知症の普及啓発活動への参加・協力
・認知症サポーター講座の講師であるキャラバン・メイトへの協力等

（参考）認知症施策推進大綱（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定）抜粋

第２ 具体的な施策
１．普及啓発・本人発信支援

（３）認知症の人本人からの発信支援
○ 認知症の人本人からの発信の機会が増えるよう、地域で暮らす本人とともに普及啓発に取り組
む。具体的には、「認知症とともに生きる希望宣言」について、「認知症本人大使（希望宣言
大使（仮称））」を創設すること等により、本人等による普及活動を支援する。また、認知症サ
ポーター講座の講師であるキャラバン・メイトの応援者を認知症の人が務める「キャラバン・メ
イト大使（仮称）」を創設し、全都道府県へ設置することを検討する。
世界アルツハイマーデーや月間のイベント等においても、本人からの発信の機会を拡大する。

全国
で活躍

地域
で活躍

サポーター養成講座の
講師として自らの体
験・希望等を発信
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平成29年度老人保健健康増進等事業「認知症診断直後等における認知症の
人の視点を重視した支援体制構築推進のための調査研究事業」

■「本人にとってのよりよい暮らしガイド」
～一足先に認知症になった私たちからあなたへ～

診断直後に認知症の本人が手にし、次の一歩を

踏出すことを後押しするような本人にとって役に

立つガイドを、認知症当事者の団体である「一般
社団法人 日本認知症ワーキンググループ」が作

成・配布（2018年10月）

本人の声を起点とした普及啓発を展開

■「本人座談会」～語り合う「私と認知症」～

認知症の理解を深めるための映像（ＤＶＤ）。
４名の認知症当事者の協力を得て、本人の体験、
思い、生き生きと暮らし続けるために挑戦する姿、
地域づくりに対する考えなどを自分たちで考え話
し合ったもの。

平成29年度 老人保健健康増進等事業「認知症の理解を深める普及・
啓発キャンペーンの効果的な実施方法等に関する調査研究」
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認知症の本人が集い、本人同士が主になって、自らの体験や希望、必要としていること

を語り合い、自分たちのこれからのよりよい暮らし、暮らしやすい地域のあり方を一緒に

話し合う場です。

『集って楽しい！』に加えて、本人だからこその気づきや意見を本人同士で語り合い、そ

れらを本人同士、そして地域に伝えていくための集まりです。

★本人ミーティングとは

今、地域で

起きている

こと

(課題）

◆声をよく聴いてもらえない

◆わかってくれる人、仲間に出会えない

◆世話になる一方はつらい、役立ちたい

◆自分の暮らしに役立つ支えがない

◆生きていく張り合いがない

◆とじこもる、元気がなくなる

本 人

◆本人の声をよく聴いたことがない

◆本人のことが、よくわからない

◆つきあい方、支え方がよくわからない

◆本人が地域の中で元気で生きがいを
もって暮らし続けるために、どんな
(新しい）サービスが必要かわからない

地域の人、支援関係者、行政

○本人が仲間と出会い、思いを率直に語れる場/聴く場が、地域にあったら、

お互いに、楽に、元気になれる。

○本人が、声をもとに本人と地域の様々な人が一緒に考え活かしていくことで

やさしいまちをスムーズにつくれる。

地域の現状を、みんなで一緒に、よりよく変えていこうとして
始まったのが、本人ミーティングです。

★なぜ、本人ミーティングが必要？

本人ミーティングを

知る

⑤行政や関係者が本人の声を聴く

⑥本人の体験や思いの理解を深める

③一人ひとりが
生きがいをもって
よりよく暮らしていく
きっかけにする

①本人同士が出会い、つながる

②自らの体験・希望、必要としている
ことを率直に表す

本人が自ら参加

本人ミーティング

⑦ 自分らしく暮らし続けるために本人が必要としていることを把握し、発信・共有

⑧ 本人視点に立ってよりよい施策や支援をいっしょに進める

（企画・立案、実施、評価、改善の一連のプロセスを本人と一緒に）

○本人ミーティングは、認知症の人の視点を重視したやさしい地域づくりを
具体的に進めていくための方法です。

④本人が
地域づくりに参画する

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【抜粋】

➢ 認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるために必要と感じていることについ
て実態調査を行う。

➢ 認知症の人同士の繋がりを築いて、カフェを超えた地域の中での更なる活動へと繋げていけるような認
知症の人の生きがいづくりを支援する取組を推進する。

➢ 認知症の人やその家族の視点は、本戦略だけでなく、地方自治体レベルで認知症施策を企画・立案し、
また、これを評価するに当たっても尊重されることが望ましい。認知症の人やその家族の視点を認知症
施策の企画・立案や評価に反映させるための好事例の収集や方法論の研究を進め、これを発信すること
で全国的な取組を推進していく。

ニッポン一億総活躍プラン【抜粋】

➢ 認知症の人が集まる場や認知症カフェなど、認知症の人やその家族が集う取組みを2020年度までに 全
市町村に普及させ、こうした活動の情報を市町村や地域包括支援センターから住民に発信する。

参考

本人ミーティングとは何か、何が
大切かを伝えている本人

★本人ミーティングのねらい

19



○ 認知症の方やその家族は、診断直後等は認知症の受容や今後の見通しなど大きな不安を抱えているため、前向き
な一歩を踏み出せるよう、心理面、生活面の早期からの支援として、認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援
ニーズ等を把握し、認知症の方による相談支援（ピアサポート活動支援事業）を実施。

○ 認知症の人の心理的な負担の軽減を図るとともに、認知症の人が地域を支える一員として活躍し、社会参加する
ことを後押ししていく。

ピアサポーターによる本人支援の推進

【事業名】ピアサポート活動支援事業 （認知症総合戦略推進事業）
【目 標】２０２５（令和７）年までに全都道府県においてピアサポーターによる本人支援を実施
【実 績】７県実施（２０１９（令和元）年度末）

本人活動を希望する
認知症本人

都道府県・指定都市の取組

・仕組みづくりに関する検討会の開催
・ピアサポーターの登録
・ピアサポートチームの結成

ピアサポートの活動内容

・相談支援 ・当事者同士の交流（本人ミーティングへの誘い・同行）等

※都道府県・指定都市は、当事者団体等へ委託することも可
※補助対象経費は検討会、事業の運営（ピア活動の謝金、会場借料）、広報・普及等

※認知症施策・地域介護推進課実施状況調べによる 20



＜認知症施策推進大綱（抜粋）基本的な考え方＞

○ 認知症予防には、認知症の発症遅延や発症リスク低減（一次予防）、早期発見・早期対応（二次予防）、
重症化予防、機能維持、行動・心理症状（以下「ＢＰＳＤ」という。）の予防・対応（三次予防）があり、
本大綱における「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせ
る」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味である。

○ 地域において高齢者が身近に通える場を拡充するとともに、認知症の人のみならず一般住民や高齢者全
般を対象に整備されている社会参加活動・学習等の活動の場も活用し、認知症予防に資する可能性のある
活動を推進する。

○ エビデンスの収集・分析を進め、認知症予防のための活動の進め方に関する手引きを作成する。自治体
における認知症の予防に資すると考えられる活動事例を収集し横展開を図る。

○ 認知症予防に資すると考えられる民間の商品やサービスに関して、評価・認証の仕組みを検討する。

２．予防

＜主な内容＞
○ 「予防」＝「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても

進行を緩やかにする」
○ 「通いの場」の拡充 等

→ 認知症予防に資する可能性のある活動の推進
○ 予防に関するエビデンスの収集・分析

活動事例収集の横展開、活動の手引きの作成 等

21



22

住民主体の
通いの場

運動機能向上
体操等

低栄養予防
会食等

口腔機能向上
体操等

社会参加促進
ボランティア、茶話
会、趣味活動等

認知機能低下予防
自己チェック等

通いの場の数と参加率の推移 （参加率(％)）
通いの場の主な内容内訳

（箇所数(箇所)）

ポイントを活用して、
担い手の確保や参加も促進
（Ｈ30年度実施市町村： 515 ）

（参考）事業の位置づけ：介護予防・日常生活支援総合事業

○介護予防・生活支援サービス事業 ○ 一般介護予防事業
・ 地域介護予防活動支援事業
・ 地域リハビリテーション活動支援事業 等

住民主体の通いの場等（地域介護予防活動支援事業）

【財源構成】
国：25％、都道府県：12.5％、市町村12.5%
１号保険料：23％、２号保険料：27％

○ 年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、市町村
が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援することを目的としている。

（※）介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント付与 ５１５市町村

うち、高齢者等による介護予防に資するボランティア活動に対するポイントの付与 ４２６市町村 （介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況（平成３０年度実施分）に関する調査）
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＜認知症施策推進大綱（抜粋） 基本的な考え方＞

○ 認知機能低下のある人（軽度認知障害（ＭＣＩ)含む。以下同じ。）や、認知症の人に対して、早期発見・
早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援
チーム、認知症疾患医療センター等の更なる質の向上を図るとともに、これらの間の連携を強化する。

○ 医療・介護従事者の認知症対応力を向上するため研修を実施する。ＩＣＴ化、作成文書の見直し等による介
護事業所における生産性の向上や「介護現場革新会議」の基本方針に基づく取組等により、介護現場の業務効
率化や環境改善等を進め、介護人材の確保・定着を図る。

○ ＢＰＳＤの対応ガイドラインを作成し周知するなどにより、ＢＰＳＤの予防や適切な対応を推進する。

○ 認知症の人及びその介護者となった家族等が集う認知症カフェ、家族教室や家族同士のピア活動等の取組を
推進し、家族等の負担軽減を図る。

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

＜主な内容＞
○ 早期発見、早期対応の体制整備を更に推進

→ 連携の強化、質の向上
○ 医療従事者・介護従事者の認知症対応力の向上
○ 介護サービス基盤の整備、生産性の向上
○ 介護者の負担軽減を更に推進
・ 認知症カフェの推進、家族教室など
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認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
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【実施状況】2019（令和元）年度実績調査

・47都道府県1,516市町村にて、7,988カフェが運営されている。
・設置主体としては、介護サービス施設・事業者、地域包括支援
センターが多く見られた。

【認知症カフェの概要】

○ １～２回／月程度の頻度で開催（２時間程度／回）
○ 多くは、通所介護施設や公民館等を活用

○ 活動内容は、特別なプログラムを用意せず、利用者が主体的
に活動。講話や音楽イベントなどを開催している場合もある。

○効果
・認知症の人 → 自ら活動し、楽しめる場所
・家族 → わかり合える人と出会う場所
・専門職 → 人としてふれあえる場所（認知症の人の体調の

把握が可能）
・地域住民 → つながりの再構築の場所（住民同士としての交

流の場や、認知症に対する理解を深める場）

認知症カフェ

○ 認知症の人やその家族が地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場である認知症
カフェを活用した取組を推進し、地域の実情に応じた方法により普及する。

【認知症施策推進大綱：ＫＰＩ／目標】 認知症カフェを全市町村に普及（2020年度末）

設置主体

ア：市町村

イ：包括

ウ：疾患センター

エ：介護施設等

オ：社会福祉法人

カ：NPO

キ：その他

31%

4%
8%

28%

1%

20%

8%
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認知症カフェ ⇒ 認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場

都道府県別 認知症カフェの実施状況

○ 令和元（2019）年度実績調査
・47都道府県1,516市町村にて、7,988カフェが運営されている。（設置率：87.1％） ※平成30（2018）年度設置率 81.0％ （＋6％）

・設置主体の内訳は以下の通り。
介護サービス施設・事業者（28%） ※施設・事業者内訳：認知症対応型グループホーム（25%）、介護福祉・保健施設等（24%）、通所介護・リハビリ事業所（21%）など。

地域包括支援センター（20%）、市町村（8%）、包括、介護サービス施設・事業所を除く社会福祉法人（8%）、NPO法人（4%）、認知症疾患医療センター（1%）、
その他（31%） ※ボランティアや地域住民、家族会など。

～都道府県別実施状況（実施市町村数）～

※ 都道府県管内において認知症カフェの開設を把握している市町村数。

～都道府県別実施状況（設置カフェ数）～

都道府県

実施

市町村

数

前年比

未実施

市町村

数

都道府県

実施

市町村

数

前年比

未実施

市町村

数

都道府県

実施

市町村

数

前年比

未実施

市町村

数

北海道 117 +19 62 石川県 17 +1 2 岡山県 23 0 4
青森県 33 +5 7 福井県 17 +1 0 広島県 22 +1 1
岩手県 29 +1 4 山梨県 23 +1 4 山口県 19 +1 0
宮城県 32 0 3 長野県 62 +3 15 徳島県 17 0 7
秋田県 25 0 0 岐阜県 41 +1 1 香川県 13 0 4
山形県 35 0 0 静岡県 33 +5 2 愛媛県 17 +1 3
福島県 52 +8 7 愛知県 52 +3 2 高知県 27 +3 7
茨城県 40 +4 4 三重県 29 +2 0 福岡県 54 +6 6
栃木県 25 +2 0 滋賀県 18 0 1 佐賀県 17 +3 3
群馬県 34 0 1 京都府 26 0 0 長崎県 19 0 2
埼玉県 63 +1 0 大阪府 40 +1 3 熊本県 39 +5 6
千葉県 47 0 7 兵庫県 41 0 0 大分県 17 +1 1
東京都 54 +2 8 奈良県 27 +2 12 宮崎県 21 +2 5
神奈川県 31 +1 2 和歌山県 22 +5 8 鹿児島県 39 +2 4
新潟県 28 +3 2 鳥取県 16 +2 3 沖縄県 32 +6 9
富山県 15 0 0 島根県 16 +1 3 計 1,516 +104 225

都道府県 カフェ数 都道府県 カフェ数 都道府県 カフェ数

北海道 347 石川県 162 岡山県 132
青森県 81 福井県 48 広島県 235
岩手県 113 山梨県 57 山口県 106
宮城県 238 長野県 188 徳島県 56
秋田県 90 岐阜県 209 香川県 69
山形県 111 静岡県 172 愛媛県 60
福島県 149 愛知県 494 高知県 100
茨城県 142 三重県 117 福岡県 249
栃木県 65 滋賀県 94 佐賀県 31
群馬県 201 京都府 176 長崎県 60
埼玉県 419 大阪府 436 熊本県 143
千葉県 251 兵庫県 519 大分県 70
東京都 604 奈良県 94 宮崎県 64
神奈川県 382 和歌山県 66 鹿児島県 147
新潟県 168 鳥取県 52 沖縄県 88
富山県 83 島根県 50 計 7,988 
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認知症の人やその家族が地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場である認知症カフェを活用した取組を推進し地域の実情に応じた
方法により普及する。 【ＫＰＩ／目標】 認知症カフェを全市町村に普及（2020年度末）

～認知症施策推進大綱（抜粋）～



＜認知症施策推進大綱（抜粋）基本的考え方＞

○ 移動、消費、金融手続き、公共施設など、生活のあらゆる場面で、認知症になってからもできる限り住み慣れ
た地域で普通に暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を推進する。

○ 認知症に関する取組を実施している企業等に対する認証や表彰制度の創設を検討するとともに、認知症バリア
フリーな商品・サービスの開発を促す。

○ 交通安全、地域支援の強化、成年後見制度の利用促進、消費者被害防止、虐待防止等の施策を推進する。

○ 若年性認知症支援コーディネーターの充実等により、若年性認知症の人への支援や相談に的確に応じるように
するとともに、企業やハローワーク等と連携した就労継続の支援を行う。

○ 介護保険法に基づく地域支援事業等の活用等により、認知症の人の社会参加活動を促進する。

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

＜主な内容＞
○ 日常生活の様々な場面での障壁をなくす「認知症バリアフリー」の取
組を官民で推進
・ 新たに設置した官民協議会
・ 好事例の収集やガイドライン、企業等の認証制度の検討

○ 若年性認知症支援コーディネーターによる支援を推進
○ 認知症の人の社会参加促進の取組を強化

27



第２ 具体的な施策

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

（１）「認知症バリアフリー」の推進

⑤地域支援体制の強化

○ 認知症サポーターの量的な拡大を図ることに加え、今後は養成するだけでなく、できる範囲で手助けを行うという活動の任意性は

維持しつつ、ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った

具体的な支援につなげる仕組み（「チームオレンジ」）を地域ごとに構築する。

認知症施策推進大綱抜粋（令和元年6月18日 認知症施策推進関係閣僚会議決定）
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チームオレンジの取組の推進

◆「チームオレンジ」とは
認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面の支援として、市町村がコーディネーター（※）を
配置し、地域において把握した認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サポーター（基本となる
認知症サポーター養成講座に加え、ステップアップ講座を受講した者）を中心とした支援者をつなぐ仕組み。

（※）認知症地域支援推進員を活用しても可

【事業名】認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業（地域支援事業交付金）
【認知症施策推進大綱：KPI／目標】２０２５（令和７）年

・全市町村で、本人・家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み（チームオレンジなど）を整備

チームオレンジ三つの基本
①ステップアップ講座修了及び予定のサポーターでチームが組まれている。
②認知症の人もチームの一員として参加している。（認知症の人の社会参加）
③認知症の人と家族の困りごとを早期から継続して支援ができる

認知症当事者も地域を支える一員として活躍し、社会参加することを後押しするとともに、認知症サポーターの更なる活躍の場を整備

※チームオレンジによる支援はボランティア
で行うことが望ましい。（地域医療介護
総合確保基金を活用した介護人材確保の
ためのボランティアポイントの仕組みの
活用も可能）
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認知症施策推進大綱 抜粋（一部改編 青字）

（令和元年６月18日 認知症施策推進関係閣僚会議とりまとめ）

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

（２）若年性認知症の人への支援

○ 若年性認知症の人が、発症初期の段階から、その症状・社会的立場や生活環境等の特徴を踏まえ、

認知機能が低下してもできることを可能な限り続けながら適切な支援を受けられるよう、認知症疾患医療

センターをはじめとする医療機関や地域包括支援センター等における若年性認知症支援のハンドブックの配布、

都道府県ごとの専門相談窓口の設置と相談窓口への若年性認知症支援コーディネーターの配置等の施策を

引き続き推進する。

また、若年性認知症支援コーディネーターの活動に関する好事例を収集し、それをもとに効果的な配置の

あり方やコーディネーターの資質の向上策について検討する。

○ また、若年性認知症支援コーディネーターの役割として、就労・社会参加のネットワーク作りに加え、

認知症地域支援推進員や地域包括支援センター職員との広域的なネットワークづくりを推進する。

○ 若年性認知症に関する電話相談を受けるための「若年性認知症コールセンター」について、運営を継続する。

○ 障害者施策における就労継続支援事業所等での若年性認知症の人の受入れの実態を把握し、好事例を収集する。

○ 若年性認知症に対する今後の対策を検討するため、その実態把握と対応施策に関する調査研究を行う。

（３）社会参加支援

○ 認知症になっても支えられる側だけでなく、支える側として役割と生きがいを持って生活ができる環境

づくりとして、介護予防にもつながる農業、商品の製造・販売、食堂の運営、地域活動やマルシェの開催等に

参画する取組を推進する。

○ 自治体の社会教育部署等が行う社会教育施設での講座の受講による学びを通じた高齢者の地域社会への

参画を促進する。（文部科学省：学びを通じた地域社会への参画モデルの提示）

○ 通所介護（デイサービスなどの介護サービス事業所における認知症の人をはじめとする利用者の社会参加や

社会貢献の活動を後押しするための方策について検討する。
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■相談（相談窓口）■
①本人や家族との悩みの共有
②同行受診を含む受診勧奨
③利用できる制度、サービスの紹
介や手続き支援

④本人、家族が交流できる居場所
づくり

■支援ネットワークづくり■
・ワンストップの相談窓口の役割を
果たすため、医療・介護・福祉・
労働等の関係者による支援体制
（ネットワーク）の構築

・ネットワークにおける情報共有、
ケース会議の開催、普及啓発等

■普及・啓発■
・支援者・関係者への研修
会の開催等

・企業や福祉施設等の理解
を促進するためのパンフ
レット作成など

これらの支援を一体的に行うために

若年性認知症支援コーディネーター
を各都道府県に配置

ハローワークなど
行政機関

地域障害者
職業センター

企業

障害者職業・
生活支援センター

障害福祉サービス
介護サービス

地域包括支援
センター

医療機関

法テラス

若年性認知症支援

コーディネーター

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

①若年性認知症の人との意見交換会の開催等を通じた若年性
認知症の人のニーズ把握
②若年性認知症の人やその家族が交流できる居場所づくり

③産業医や事業主に対する若年性認知症の人の特性や就労に
ついての周知

④企業における就業上の措置等の適切な実施など治療と仕事の
両立支援の取組の促進

⑤若年性認知症の人がハローワークによる支援等が利用可能で
あることの周知 等

若年性認知症自立支
援ネットワーク

若年性認知症の特性に配慮した就労・社会参加支援

【目標】２０２５（令和７）年度

・全若年性認知症支援コーディネーターが初任者研修・フォロー
アップ研修を受講

・全国若年性認知症支援センターがコーディネーターから受け
る相談件数の増加

若年性認知症の人への支援
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○ 若年性認知症については、現役世代が発症することから経済的な問題や配偶者の親との同時介護になる等の特徴がある
ため、就労・社会参加等の推進に向けて、就労・福祉・医療等の各関係機関等が連携して、総合的な支援を実施する必要がある。

関係機関との連携を通じた若年性認知症の方の就労・社会参加等の支援の推進について

○ 若年性認知症に関する相談から医療・福祉・就労の総合的な支援を実施するため、若年性認知症の人の自立支援に関わる
者のネットワークの調整役を担う「若年性認知症支援コーディネーター」の配置を推進するとともに、関係機関と連携し、就労に関

する相談機能を強化する。

○ ハローワーク
精神障害者雇用トータルサポーターが一般企業への再就職を希望する若年性認知症の

方に対し、カウンセリング等の就職支援を実施する。あわせて、事業主に対しても、若年性認
知症の方の雇用に係る課題解決のための相談援助等を実施する。

○ 地域障害者職業センター
障害者職業カウンセラーが医療機関等と連携しながら、若年性認知症の方、事業主

等に対し、採用、雇用継続に関する総合的な支援を実施する。
また、職場内での直接的な支援が必要な場合は職場適応援助者(ジョブコーチ)によ

る支援を実施する。

○ 障害者就業・生活支援センター
就業・職場定着及びそれに伴う日常生活上の困難を抱える若年性認知症の方に対し、職

場・家庭訪問等による一体的な支援を実施する。

ハローワークなどによる一般就労支援 障害者総合支援法による福祉的就労支援

若年性認知症支援コーディネーターによる関係機関との連携を通じた支援

○ 本人や家族が、地域の人や専門家と相互の情報を共有し、お互いを理解する認知症カフェの開催など居場所づくりを推進する。
○ 医療・介護の専門職による包括的・集中的支援を行う認知症初期集中支援チームや認知症疾患センター等との連携による早期の鑑別
診断を実施する

本人及び家族の居場所づくりなどの支援

○ 就労継続支援（A型・B型）
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対

して、就労及び生産活動の機会の提供その他の就労
に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等
の支援を行う。
・A型：雇用契約に基づく就労が可能である者に雇用

契約の締結等による就労の機会等を提供
・B型：雇用契約に基づく就労が困難な者に就労の機会

等を提供

○ 就労移行支援
就労を希望する障害者に対して、生活活動その他の
活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。
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認知症
地域支援推進員

【配置先】
○地域包括支援センター
○市町村本庁
○認知症疾患医療センター
など

●病院・施設等における処遇困難事例の検討及び個別支援
●効果的な介護方法などの専門的な相談支援
●「認知症カフェ」等の開設
●認知症多職種協働研修の実施

●社会参加活動のための体制整備
・市町村が適当と認めた者による農業、商品の製造・販売、食堂の運営、
地域活動等の社会参加に対する支援

・専門家を派遣する等、利用者に対する技術・専門知識の指導・助言
・マルシェ等イベントの開催支援 など

関係機関と連携した事業の企画・調整

●関係機関との連携体制の構築 ●認知症ケアパスの作成・普及 等

医療・介護等の支援ネットワーク構築

●認知症の人や家族等への相談支援
●必要なサービスが認知症の人や家族に提供されるための調整

相談支援・支援体制構築

市町村

協働

【事業名】認知症地域支援・ケア向上事業 （地域支援事業）
【目 標】２０２５（令和７）年度

・認知症地域支援推進員の先進的な活動の横展開
・全認知症地域支援推進員が新任者・現任者研修を受講

認知症地域支援推進員
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社 会 参 加 活 動 の コ ー デ ィ ネ ー ト
～ 認 知 症 地 域 推 進 員 活 動 事 例 ～

○神奈川県大和市（市＋委託包括） 「カフェから飛び立ち、得意を活かし地域でボランティア」
＊認知症カフェでつながった本人の得意なことを活かして
地域で活躍する(ボランティア）を企画・実施

○和歌山御坊市（直営包括） 「JAや介護職員とともに、本人が地場産業の振興役に」
＊地域特産の花スターティスのPR?売り上げアップのために、本人たちが
花の収穫、ノベルティづくり等に参加。

○静岡県富士宮市（直営包括） 「様々な段階の認知症の人が働き、稼ぎ、生きがいを持って」
＊地域で生まれた「認知本人が働き稼ぐ工房」とゆるやかにつながり、
本人の社会参加や必要な支援とのつなぎ・調整を続けている

○ 鳥取県鳥取市（委託 介護事業所） 「認知症疾患医療センター等での相談役として」

＊認知症疾患医療センター等での本人による相談を本人と共に企画し、

希望をもって生きていくための相談役として本人が活躍
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野菜の配達 450円／１時間

自動車ディーラーの営業車輛の洗車 10,000円／１ヶ月

商店街自治会の花壇整備 1,000円／１回

コミュニティ情報誌のポスティング 4円／1枚×320部（1週間）

地域の高齢者宅の庭整備 5,000円／３日

門松制作 20,000円／３か月

ボールペン袋詰め 1円／1本（合計1,000本）

認知症講演会 不定

【基本情報】
・地域密着型通所介護事業所で、所要時間７時間以上９時間未満の報酬を算定。加算は、「若年性認知症利用者受入加算」、「認知症加算」を算定。
・認知症の方が９割、高次脳機能障害の方が１割の構成。認知症と診断された初期の段階の方、認知症の症状が初期の方を対象。

【基本的な理念】
①１日の過ごし方をメンバーが選択
・大切にしていることは、一日の過ごし方や食べるものをメンバーが選択。 一日をどこで何をして過ごすか本人が選ぶことが生きる満足感に。

②地域との連携、社会参加支援
・「介護する側／される側」の分け隔てがなく、スタッフも利用者、子ども、来客がごちゃ混ぜにいる場であって、出来ないことを出来る人が助け合い
ながら１日を過ごす場。１日の流れは以下のとおり。

時間 内容 時間 内容
9:00 到着 13:00 コーヒータイム
9:45 バイタルチェック&水分補給 13:15 午後の予定選択

（例）野菜配達、洗車、ボランティア活動、公
園散策 他

10:00 午前の予定選択

（例）営業、ボランティア活動、弁
当等の買い物、庭掃除 他

15:50 ティータイム

10:30 各メンバーが選択した活動 16:10 本日の振り返り
12:00 昼食（例）弁当、外食 16:30 メンバーさんからの締めのあいさつ

（例①）有償ボランティア：仕事

・ 自動車ディーラーでの洗車業務、レストラ
ン等に提供する玉ねぎの皮むき、カラオケ
店の敷地草取り、保育園の雑巾縫い等で、
「できること」の範囲で働き、労働の対価と
して「謝礼」を受け取っている。

（例②）無償ボランティア：社会における役割

・ 保育園から「子ども達に読み聞かせをして
ほしい」との要望を受けて、学童保育や保育
園での紙芝居の読み聞かせなどを行う。

DAYS BLG！（東京都町田市）～社会参加支援
～

通所介護の参考実践例

（参考：有償ボランティアの謝礼）
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37

介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について

○「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について」
（平成30年7月27日事務連絡）

介護サービス事業所が介護サービスの提供時間中に、介護サービス利用者が地域住民と交流したり、公園の清掃活動等の
地域活動や洗車等外部の企業等と連携した有償ボランティア等の社会参加活動に参加できるよう取り組んでいる事例が出て
きている中、通所系サービス、小規模多機能型居宅介護等がその利用者を対象とした社会参加活動等を行う場合につい
て、留意点や一般的な考え方等をとりまとめたもの

○事業所外で定期的に社会参加活動を実施することについて

○サービス提供の「単位」について

○企業等と連携した有償ボランティアを行う場合の労働関係法令との関係について

個別サービス計画に位置づけられていること、職員による見守り等が行われていること、利用者が
自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取組で
あること等の要件を満たす場合には、事業所の外で社会参加活動に取り組むことができる。

利用者が事業所内と事業所の外で、同一の時間帯に別々に活動する場合でも、サービスの開始時点
で利用者が集合し、その後にそれぞれの活動を行う場合には、同一の単位と見なすことができる。

(1)労働者性の有無について
個別の事案ごとに活動実態等を総合的に判断し、利用者と外部の企業等との間に使用従属関係が
認められる場合には、労働基準関係法令の適用対象となる「労働者」となる。

(2)謝礼の受領について
(1)により労働者に該当しないと判断された場合、一般的には謝礼は賃金に該当しない。
※ 事業所が利用者に対する謝礼を受領することは介護報酬との関係で適切でない。

(3)「労働者派遣」、「職業紹介」、「労働者供給」の該当性について
連携先の企業等で社会参加活動に参加した場合であっても、事業所が労働者派遣等を行ったこと
にはならない。

社会参加活動

介護サービス提供
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■社会参加の支援
認知症の人が就労や労働より広義に「はたらく」ことについて、
参考となる先進事例などを集めた手引きを作成

平成29年度老人保健健康増進等事業「若年性認知症を含む認知症の人の能力を効果的に生かす方法等に関する調査研究事業」 38



就労的活動の普及に向けて（地域支援事業交付金関係） 【令和２年度予算】

○ 地域支援事業は、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、地域において自立した日常生活を営むことができる
よう支援するもの

○ 令和２年度からは、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する観点から、地域支援事業の包括的支援事業（生活支援体
制整備事業）において、新たに就労的活動の普及促進策を創設

○ 具体的には、就労的活動の場を提供できる団体・組織と就労的活動を実施したい事業者とをマッチングし、高齢者個人の特性
や希望に合った活動をコーディネートする人材の配置を推進

【提言③介護予防・フレイル対策】
○ 高齢者の社会参加・就労は、介護予防・フレイル対策にも有効であることから、そのためのマッチング機能等を担う人材の確保・
育成、活動支援に対する財源の確保

秋田県藤里町の事例
（生涯現役を目指す就労的活動のコーディネート）

熊本県水俣市の事例
（一般介護予防事業を活用した食・農・福の連携）

⚫ 年代を問わず、地域活動等に意欲がある人が「働き方登録票」を
事務局（社会福祉協議会）に登録。

⚫ 事務局が町内企業や町民からの依頼と登録者をマッチング。
⚫ 自分の希望に添った働き方で地域の特産品づくり等に取り組むこ

とを通じ、生涯現役を希望する全ての人が活躍できる環境づくり
を目指している。

【ふきの皮むき作業】【働き方登録票】

⚫ 65歳以上の人を対象とし、山間部では遊休農地を活用した野菜づ
くり、市街地ではプランターを活用した花・野菜づくり、温泉地
では景観整備の草刈りや間伐で出た材木を使った椎茸栽培など、
一般介護予防事業として地域の特性に応じた様々な活動を実施。

⚫ 収穫した野菜を使った会食や配食により、地域の交流や高齢者の
見守り・食の確保にもつながっている。

⚫ 売上げは、活動経費として活用。

【活動風景①】

【活動風景②】

＜参考＞「健康立国の実現に向けて」（令和元年７月２３日全国知事会）（抄）
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＜認知症施策推進大綱（抜粋） 基本的考え方＞

○ 認知症発症や進行の仕組みの解明、予防法、診断法、治療法、リハビリテーション、介護モデル等の研究
開発など、様々な病態やステージを対象に研究開発を進める。

○ 認知症の予防法やケアに関する技術・サービス・機器等の検証、評価指標の確立を図る。

○ 認知症の人等の研究・治験への登録の仕組みの構築等を進める。これらの成果を、認知症の早期発見・期
対応や診断法の確立、根本的治療薬や予防法の開発につなげていく。

○ 安定的に研究を継続する仕組みを構築する。

○ 研究開発の成果の産業化を進めるとともに、「アジア健康構想」の枠組みも活用して介護サービス等の国
際展開を推進する。

５．研究開発・産業促進・国際展開

○ 認知症発症や進行の仕組みの解明、予防法、診断法、治療法、
リハビリテーション、介護モデル等の研究開発を更に推進。
・ コホート研究、バイオマーカーの開発など
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大規模認知症コホート

（1万人コホート）
全国的な情報登録・追跡研究

（オレンジレジストリ）
薬剤治験対応コホート

（TRC）

概要 長期にわたって高齢者を追跡し、認知症発症者
と未発症者を比較して発症に関連する危険因
子、予防因子を同定する。

認知症各段階の人（健常、軽度認知障害(MCI)、認
知症）を登録し、レジストリと呼ばれる名簿を作成する。
登録した方に治験含めた臨床研究を紹介し、予防介入
研究含めた研究班内外の臨床研究等の実施を促進する。

前臨床期*の方に対し薬剤治験に対応出来る高い水
準でのデータ収集を行い、治験にリクルートする。

代表 九州大学 二宮利治教授 国立長寿医療研究センター 鳥羽研二理事長補佐 東京大学 岩坪威教授

期間 2016～2020 2016～2020 2019～2023

目的 観察のみ（介入なし） 臨床研究（介入研究、観察研究）での利活用を想定 薬剤治験での利活用を想定
（GCP対応）

対象者 認知症発症前の者（健常、軽度認知障害）、
一部認知症患者

認知症各段階の者（健常、軽度認知障害(MCI)、認
知症）

アミロイドPETによって確認された前臨床期者

規模 ～12,000 地域：～8,000 MCI：～1,400 認知症前臨床期：～400（目標数）

実施する各種検査内容

認知機能検査 MMSE, WMS, pareidolia test等 ○地域レジストリ：MMSE等
○MCIレジストリ：MMSE, CDR等

PACC, FCSRT等

頭部画像検査 頭部MRI ○地域レジストリ：なし
○MCIレジストリ：オプション項目

頭部MRI,アミロイドPET

血液・髄液検
査

血算、血液生化学等（脳脊髄液は収集せ
ず）

○地域レジストリ：血液生化学等
○MCIレジストリ：血液生化学等（脳脊髄液はオプショ
ン項目）

血算、血液生化学、髄液アミロイド、タウなど

収集試料 凍結血清、血漿 ○地域レジストリ：なし
○MCIレジストリ：各施設において収集

凍結血清、血漿

他コホートと
の違い

介入は行わない。観察のみ。 臨床研究実施が目的。 治験実施が目的。

・認知症各段階の臨床研究、治験に対応。 ・前臨床期における治験のみに対応。
・治験に対応出来る高い水準でデータ収集を行い、コ
ホート参加者は円滑に治験参加が可能。

MMSE: Mini-Mental State Examination, WMS: Wechsler Memory Scale, CDR: Clinical Dementia Rating, PACC: Preclinical Alzheimer Cognitive Composite, FCSRT: Free and Cued Selective Reminding Test
* 前臨床期者：アミロイドPET等の検査等によって脳内に認知症病変が確認できるが、認知症症状が顕在化していない者。認知症発症の高リスクにある。

（参考）１万人コホート・オレンジレジストリ・ＴＲＣの概要
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令和３年度予算関連
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0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

小規模多機能

認知症高齢者ＧＨ

地域密着型特養

特養

老健

5,461

13,689

2,363

8,135

4,278

請求事業所数

◆ 高齢者支援に関するニーズが多様化・複雑化する中で、本人に専門的な助言を行うとともに、家族の負担軽減によ

り介護離職防止にも資するような支援を行うことが重要。

◆ このため、地域包括支援センターによる従来からの対応に加えて、認知症対応型グループホームなど地域の既存資

源を活用して、①本人の生きがいにつながるような支援や専門職ならではの日常生活上の工夫等の助言、②家族の精

神的・身体的負担軽減につながるような効果的な介護方法や介護に対する不安解消に係る助言などを継続的に行う

『伴走型の支援拠点』を市町村が整備する事業を新たに創設し、支援体制の充実を図る。

【Ｒ３新規事業】認知症本人や家族に対する伴走型支援拠点の整備の推進

【予算項目】（項）介護保険制度運営推進費 （目）介護保険事業費補助金 （認知症総合戦略推進事業） 【実施主体】 市町村 【補助率】 1/2

出典：介護給付費等実態統計月報（令和元年11月審査分）

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%

働く家族介護者の就労継続支援

介護離職をした家族介護者への支援

認知症の人の家族介護者への支援

ダブルケアを行っている家族介護者への支援

老老介護を行っている家族介護者への支援

その他

無回答

23.2%

2.3%

74.4%

8.2%

17.1%

20.6%

11.1%

実施割合

【事業実施イメージ】

【参考１】拠点となり得る地域の既存資源の数（該当サービスの請求事業所数）

【参考２】地域包括支援センターにおいて家族介護者支援に関して実施している施策

出典：令和元年度の地域包括支援センター実態調査

・地域の認知症ＧＨなど
に設置。
・認知症ケアに携わる職
員が、日常的な生活相
談や効果的な介護方法
などの助言等を行う。

認知症地域支援推進員

※ １か所当たり 1,520千円（事業費ベース）を想定。（国１／２、市町村１／２）

連携

・高齢者本人へ
の支援

（相談、介護認
定・介護サービ
スの利用の手
続き、権利擁護
業務など）

・認知症に係
る支援
（認知症本人・
家族への継続
的な支援）

課題に対応

※ 既存の人員配
置の職員のみでは
対応に限界

地域包括支援センター 伴走型支援拠点新

地域包括支援センター・伴走型支援
拠点・認知症地域支援推進員などの
地域の関係機関が相互に連携する。

近年の追加的業務

（令和2年度予算額）3.9億円の内数 → （令和３年度予算案） 5.5億円の内数
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認知症伴走型支援事業の概要

44

【事業内容】

認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護等の地域の介護サービ
ス事業所における既存資源を活用し、認知症の人とその家族に対する専門的な相談・助言等を日常的かつ継続的に行う伴走型支援拠点
の整備を推進することで、認知症の人やその家族の支援体制の充実を図る。

ア 具体的な取組例
認知症介護に従事し専門的な知識を持つ職員により、日常的かつ継続的に実施する。

・ 認知症の人に対して、社会参加活動へ促すなどの生きがいにつながるような支援や専門職ならではの日常生活上の工夫等の助言
・ 家族に対して、精神的・身体的負担の軽減につながるような効果的な介護方法や介護に対する不安解消に係る助言
・ その他、地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等の地域の関係機関と連携し、認知症に関する相談への助言や認知症ケ
アパスの作成への参加、地域包括ケア会議への参加等の認知症施策に関する取組の実施

イ 実施に当たっての留意事項
（勤務体制の確保等）
・ 認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護等の、日頃より認知症介護に従事し専門的な知識
を持つ職員が勤務する介護サービス事業所において実施。

・ 介護報酬及び他の補助金等で措置されているものは本事業費を充てて実施する事業の対象としない。
このため、本事業は、介護サービスとは別に行われるものであり、当該介護サービスの提供業務に従事すべき時間帯と本事業に

従事する時間帯とを明確に区別すること。なお、これは、管理者等の常勤専従の職員が本事業に従事すること禁止するものではな
く、当該事業所等の業務に支障のない範囲であれば、差し支えない。

・ 本事業所に従事する職員は、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等の認知症介護に係
る対応力向上のための研修を修了していることが望ましいこと。

（広報）
・ ホームページ等で対外的に公表。必要に応じて夜間等の時間外の相談についても対応可能とすることが望ましい。

（地域との連携等）
・ 伴走型支援拠点で直接受け付けた相談のうち、他の関係機関による支援が必要である場合には、地域包括支援センターと連携の
上、適切な機関等へつなぐこと。

・ 本事業を委託により実施する場合、受託事業者は、事業を実施するに当たって、市町村と協議の上実施すること。
（市町村への報告）
・ 事業の実施後は、伴走型支援拠点ごとに、相談件数や継続して支援した人数、地域包括支援センターからつながった件数、相談
事由等の実績を市町村へ報告。



効果的な認知症ケアのための新たな認知症対応力向上研修

◆ 今般の認知症施策推進大綱においては、介護サービスの利用者の中の認知症の割合が増加する中、在宅の中重度の要
介護者を含め、認知症への対応力を向上するための取組を推進することが掲げられている。

◆ このような動きのなか、介護事業所等における効果的な実施方法を検討する観点等から、「BPSDケアプログラ
ム」のようにケアの優先度を「見える化」（数値化）し、誰でもできる具体的なケア計画を立て、チームで統一的な
ケアを行うケアプログラムに関する研修の実施を希望する都道府県を地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）
により支援できるようにする。

【予算項目】（項）介護保険制度運営推進費 （目）医療介護提供体制改革推進交付金 【実施主体】 都道府県 【補助率】 ２／３

【参考】ＢＰＳＤケアプログラムのイメージ

背景要因
（ニーズ）
を分析

ケア計画
を作成

チームで
統一して
実践

3点

0点

10点

0点
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8点

10点

12点

不安 妄想 興奮

ケアの優先度を「見える化」

・・・
など１２項目

観察・
評価

アドミニストレーター

・チームの話し合い
を運営

・モニタリング

①行動心理症状をチーム
で評価（数値化）

②行動の背景要因（ニー
ズ）を確認

③ニーズの仮説に基づき
ケア計画を策定

④計画に沿ってチームで
統一した実践

定期的に
再評価

研修の実施 都道府県
指定都市
（委託可）

客観的・定量的に効果が分かるため職員のやりがいにつながり、介護力の向上が期待できる

重症度を点数化し、点数が高い項目
からその人の行動の背景や求めてい
る支援を話し合い、実践。

行動・心理症状から認知症の人の思
いや希望を読み解いた上で、それら
に最も即したケアを特定し、チーム
全員で統一した認識・方針でケアを
行うのがポイント。

・話かけられてから身体に
触れる。

・聞こえやすい方の耳の方
向から話しかける。

・利用者の視認性に配慮し
た食器を使う など

数値やグラフ
で
フィードバック

誰が読んでも理解できて同
じように実行できる具体的

で簡単なこと

実施結果報告
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○ 令和元年度老健事業「認知症BPSDケアプログラムの広域普及に向けた検証事業」により、ＮＰＩ評価尺度で
行動・心理症状の変化を測定した。

○ 2020年2月27日時点で状態入力がある利用者で集計
○ NPI得点は１回目が平均25.7（標準偏差18.2）、２回目が19.4（16.4）、３回目15.8（14.9）
○ ２回目入力の減少幅6.2（95%信頼区間3.66-8.75）、３回目入力の減少幅9.4（6.75-12.13）で東京都のモデル
事業（半年で7.2）と同等の効果が認められた

⇒ BPSDケアプログラムによる介入は、介入しない場合よりもBPSDを軽減する効果があると考えられる。

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

初回 ２回目 ３回目 ６か月

NPI得点の初回からの減少幅

本事業（全サービス） 本事業（居宅介護支援事業所）

本事業（小規模多機能型居宅介護） 本事業（認知症対応型共同生活介護）

本事業（介護老人福祉施設） 東京都：介入

東京都：対照

施設・事業所種別にみたNPI得点の平均（標準偏差）

１回目入力 ２回目入力 ３回目入力

事業所種類 N 平均（SD） N 平均（SD） N 平均（SD）

居宅介護支援事業所 38 18.7 (16.1) 33 13.3 (11.2) 28 11.3 (11.9)

小規模多機能型居宅介護 28 25.2 (17.7) 28 17.8 (14.4) 24 17.9 (17.9)

認知症対応型共同生活介護 36 28.8 (18.2) 34 19.3 (13.4) 28 16.0 (13.5)

介護老人福祉施設 23 32.9 (19.2) 21 30.9 (23.3) 20 19.3 (16.3)

（参考）ＢＰＳＤケアプログラムによる介入効果

○ 様々な認知症ケアプログラムがある中で、グローバルに活用され
ている行動心理症状の評価尺度（ＮＰＩ）を使ってケアの有効性を
数値化（見える化）し、ＰＤＣＡサイクルを現場のチームで循環さ
せていく仕組みが構造化されている点が特に評価できる。

○ ランダム化比較試験（ＲＣＴ）によって有効性が科学的に証明さ
れている認知症ケアプログラムであり、具体的な効果が期待できる。

○ 仮説を持ってケアをすることが可能となる。ＰＤＣＡサイクルに
よって、場当たり的なケア（火消し対応）を減らすことができる。
自分たちのやっているケアの意味と効果が分かり、ケアへのモチ
ベーションが高まる。

○ 当該ケアプログラムの普及にあたっては、介護報酬上の加算を積
極的に検討すべきではないか。

○ 通所介護の認知症加算など既存の加算枠に当該ケアプログラムを
加えていく方法もあるのではないか。

○ 施設系サービスから当該ケアプログラムの介護報酬化を進めてい
くのも導入に効果的ではないか。

○ 当該ケアプログラムの報酬化に際しては、個別加算よりも体制加
算の方が適しているのではないか。

○ 当該プログラムはすでに東京都の検証事業（ＲＣＴ）で有効性が
科学的に証明されている。それゆえ体制加算より、個別加算で成果
を出したところが報酬をもらえるという仕組みを検討していくこと
が良いのではないか。

○ 行動・心理症状ＢＰＳＤが改善したことが数値として見えるので
そこを評価していく仕組みを具体化することが期待される。

認知症ＢＰＳＤケアプログラムを普及する意義に関する主な意見
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認知症介護研修関係
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認知症介護実践者研修及び実践リーダー研修の効果について
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認知症介護実践者研修及び実践リーダー研修の効果について
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認知症介護実践者研修及び実践リーダー研修の効果について
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認知症介護実践者研修及び実践リーダー研修の効果について



２．（１）認知症への対応力向上に向けた取組の推進（その２）

■ 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を
受講するための措置を義務づける。【省令改正】 （※３年の経過措置期間を設ける）

無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

52

○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わ
る全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉
関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。

（※３年の経過措置期間を設ける。新入職員の受講について１年の猶予期間を設ける）

全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く）

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】

【目標】

介護に携わる全ての職員の
受講

新任の介護職員等が認知症
介護に最低限必要な知識、
技能を修得指導者

研修

実践リーダー

研修

実践者研修

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

研修の目的 受講要件

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者

・概ね５年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して１年以上経過した者

・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験２年程度の者

・認知症介護実践研修の企画立
案、介護の質の改善について指導
できる者を養成

・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成

・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得

【介護従事者等の認知症対応力向上に向けた研修体系】

※各種研修について、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。



解釈通知の主な記載のポイント（※指定介護老人福祉施設に係る部分）

• 指定介護老人福祉施設に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研 を受
講させるために必要な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上
させ、 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであ
ること。

• 当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等におい て、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得して
いる者とする こととし、具体的には、同条第３項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務
者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修 課程又は訪問介護員養成
研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、 医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神 保健福祉
士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。

• なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第５ 条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月
31 日までの 間は、努力義務とされている。指定介護老人福祉施設は、令和６年３ 月 31 日までに医療・福祉関係資格を有さない
全ての従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。また、新規採用、中途採用を
問わず、施設が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用については、採
用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする（この場合につ
いても、令和６年３月 31 日までは努力義務で差し支え ない）。

【義務付け主旨】

【義務付けの対象除外】

【経過的措置】

【「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（該当部分抜粋）】

• 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介
護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める
者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を
講じなければならない

全ての従業者

直接介護に携わる可能性
がある者であって、人員
に関する基準の従業者の
員数に算定される者

＝ － 対象除外者
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↓学習の柱 ↓コンテンツ
形式

Ⅰ．認知症ケアにおいて基礎となる
理念や考え方 【25分程度】

＊当事者視点、本人主体の介護
の必要性を学習

動画視聴

確認テスト→解説画面視聴

Ⅱ．認知症の定義と原因疾患【20
分程度】

動画視聴

確認テスト→解説画面視聴

Ⅲ．認知症の中核症状と行動・心
理症状の理解 【30分程度】

動画視聴

確認テスト→解説画面視聴

Ⅳ．認知症ケアの基礎技術【60分
程度】

＊意思決定支援等、本人主体の
支援方法

動画視聴

確認テスト→解説画面視聴

選択式テスト

選択式テスト

選択式テスト

選択式テ
スト

研修のねらい・到達目標

序章．認知症の人を取り巻く現状【10
分程度】
＊大綱の全体像を理解

動画視聴

①本人の生活、パーソンセン
タードケア
②偏見、誤解とその解消
③介護者の視点

④日常生活・社会生活にお
ける意思決定支援とは

①認知症の定義と現状

②アルツハイマー型認知症の
原因と主要な症状

③血管性認知症の原因と主
要な症状

④レビー小体型認知症の原因
と主要な症状

⑤前頭側頭型認知症の原因
と主要な症状

①認知症施策推進大綱

↓学習単位

①中核症状と行動・心理症状とは
②中核症状の生活への影響
③中核症状が心理面に与える影響

④行動・心理症状のとらえ方と出現
原因
⑤認知症の人にとっての環境
⑥健康管理

①認知症の治療
②認知症の人との適切な関わり方（事例演習）
解説）基本的なコミュニケーションの方法
解説）不適切な態度、不適切な関わり方

③認知症の症状への対応（事例演習）
解説）中核症状に対する対応
解説）行動・心理症状（BPSD）への対応
④意思を尊重する支援方法とは
⑤チームケアの基本
⑥家族介護者の理解
家族介護者への支援方法

各章の確認テストを全て合格し、
受講終了

改定後 認知症介護基礎研修カリキュラム 改定後 ｅラーニングシステムの構成
（https://dcnet.marutto.biz/e-learning/参照）

教 科 名 内 容（１８０分∔１８０分）

(1)
認知症の人
の理解と対応
の基本

・認知症の人を取り巻く現状

・認知症の人を理解するために必要な基礎的な知識

・具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方

・認知症ケアの基礎的技術に関する知識

(2)
認知症ケアの
実践上の留
意点（演習）

・認知症の人との基本的なコミュニケーションの方法

・不適切なケアの理解と回避方法

・病態・症状等を理解したケアの選択

・行動・心理症状（BPSD)を理解したケアの選択と工夫

・自事業所の状況や自身のこれまでのケアの振り返り

教 科 名 内 容（１５０分程度）

認知症の人の
理解と対応の

基本

１）認知症の人を取り巻く現状
・認知症施策の概要(認知症施策推進大綱）

２）具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方
・基礎となる理念や考え方、尊厳の保持、偏見や誤解の解消、
日常生活・社会生活における意思決定支援とは

３）認知症の人を理解するために必要な基礎的な知識
・認知症の症状と生活や心理への影響、症状出現に影響する要
因

４）認知症ケアの基礎的技術に関する知識と実践上の留意点
・チームケアの観点を含めた基礎的な認知症ケアの方法、家族
介護者への支援方法

認知症介護に携わる者が、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の
介護を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、
チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができ
るようにすること

ねらい

介護保険施設・事業者等が当該事業を行う事業所に従事する介護職員等
とする。

対象者

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え
方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができる
ようにすること

ねらい

介護保険施設・事業者等が当該事業を行う事業所に従事する介護職員等とする。

対象者

改定後

大綱の挿入

大綱の基
本的考え
方の反映

意思決定支
援の追加

実践上の留
意点（演習）
の統合

時間短縮

修了証書自動発行
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認知症介護実践研修の見直し等について

認知症介護実践研修（実践者研修・実践リーダー研修）について

• 研修を受講しやすくするために、研修日数を短縮

• 研修日数の短縮にあたっては、科目の削除は行わず、科目ごとの時間数の短縮
や科目の統合で対応

• 研修内容は、認知症介護研究・研修センターが作成した「シラバス」を参考に

• オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる
方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲とな
るよう留意

※ オンライン研修の効果的な実施方法等について、来年度検討を予定

• 認知症介護指導者養成研修について

• 研修を受講しやすくするために、集合研修の期間を短縮

• オンラインによる研修の規定は実践者研修等と同様の規定

施行日 令和3年4月1日 ※認知症介護実践研修については、令和3年4月1日から
１年6か月間（令和4年9月30日まで）の猶予期間を想定 55



認知症介護実践者研修の見直しの主なポイント

• 研修目標に、「地域の認知症ケアの質向上に関与することができるようになる」を追加

• 効果的な研修実施に向けて、受講者の前提となる知識等を一定以上とするため、対象要件に、認
知症介護基礎研修修了又はそれと同等の能力を有する者を追加

• 講義・演習の時間数を7.5時間削減して24時間とし、受講しやすさを向上

• 講義・演習を２ステップに分割

→現場を離れる期間を分割することで受講しやすくするとともに、学習内容の実践と振り返りの強化による
スキル向上を目指す

科目名 時間数

前
期

1日目

１ 認知症ケアの基本

（1）認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援 180分

（2）生活支援のためのケアの演習１ 240分

2日目

60分

（3）QOLを高める活動と評価の観点 60分

（4）家族介護者の理解と支援方法 90分

（5）権利擁護の視点に基づく支援 90分

（6）地域資源の理解とケアへの活用 120分

自施設・事業所で ２（１）「学習成果の実践展開と共有」の課題に取り組む

後
期

3日目 ２ 認知症の人への具体的支援の
ためのアセスメントとケアの実践

（1）学習成果の実践展開と共有 60分

（2）生活支援のためのケアの演習２（行動・心理症状） 240分

（3）アセスメントとケアの実践の基本 120分

4日目
180分

３ 実習

（1）職場実習の課題設定 240分

実習期間 （2）職場実習（アセスメントとケアの実践） 4週間

報告会 （3）職場実習評価 180分
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認知症介護実践リーダー研修の見直しの主なポイント

• 研修目標に、「地域の認知症施策の中で様々な役割を担うことができるよう」を追加

• 講義・演習の時間数を25時間削減して31時間（4日+3時間）とし、受講しやすさを向上

• 領域別に介護職員等への指導方法を学習していた科目を統合し、 「職場内教育（ＯＪＴ）の実践」
として、様々な場面で応用できる指導方法を学習する内容に改訂

• 職場実習では、作成した指導計画を対象の介護職員等と必ず共有するよう位置付け

科目 時間数

1日目

１ 認知症介護実践リーダー研修総論 （1）認知症介護実践リーダー研修の理解 90分

２ 認知症の専門知識
（1）認知症の専門的理解 120分

（2）施策の動向と地域展開 210分

2日目 ３ 認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント

（1）チームケアを構築するリーダーの 役割 180分

（2）ストレスマネジメントの理論と方法 120分

（3）ケアカンファレンスの技法と実践 120分

3日目
３ 認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント （4）認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法 180分

４ 認知症ケアの指導方法 （1）職場内教育の基本視点 240分

4日目
４ 認知症ケアの指導方法 （2）職場内教育（OJT）の方法の理解 240分

４ 認知症ケアの指導方法 （3）職場内教育（OJT）の実践 180分

5日目
180分

５ 認知症ケア指導実習 （1）職場実習の課題設定 240分

実習期間 ５ 認知症ケア指導実習 （2）職場実習 4週間

報告会 ５ 認知症ケア指導実習
（3）結果報告 420分

（4）職場実習評価 上記に含む
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認知症介護実践研修の評価指標について

【認知症介護実践者研修】 【認知症介護実践リーダー研修】

項目
できて
いる

まあ
できて
いる

あまり
できて
いない

できて
いない

①
認知症の人の意思を確認しながらケ
アを行っている

4 3 2 1

②
中核症状の影響を理解した上で、認
知症の人の有する能力に応じたケア
を行っている

4 3 2 1

③
行動・心理症状（BPSD）への対症療
法的な対応ではなく、その背景を理
解した上でケアを行っている

4 3 2 1

④

多角的な視点でアセスメントを行い、
その結果を踏まえて認知症の人が望
む生活の実現に向けたケアを行って
いる

4 3 2 1

⑤
家族介護者が置かれている状況や負
担等に配慮した支援を行っている

4 3 2 1

⑥
認知症の人の権利侵害や虐待につな
がる可能性のある不適切な対応に気
づき、防止または改善を行っている

4 3 2 1

⑦
認知症の人に対して自分が行ってい
るケアを振り返り、課題を見つける
ことができている

4 3 2 1

⑧
必要に応じ医療専門職と適切に連携
している

4 3 2 1

⑨
カンファレンス等において、根拠を
伴う発言を行い、チームの意思決定
に貢献できている

4 3 2 1

⑩
地域の認知症の人のための取り組み
（施策）を理解し、貢献しようとし
ている

4 3 2 1

項目
できて
いる

まあ
できて
いる

あまり
できて
いない

できて
いない

①
認知症の人を一人の「人」として理解しつ
つ、行動の背景の一つである認知症の病態
を理解してケアしている

4 3 2 1

②
チームにおける目標や方針を設定し、チー
ムを円滑に運用している

4 3 2 1

③
認知症及び認知症ケアに関する専門的な知
識を持ち、チームメンバーに説明している

4 3 2 1

④
利用者の尊厳を重視し、意思決定支援を行
うことの重要性を理解し、チームメンバー
に説明している

4 3 2 1

⑤
チームメンバーのストレス状況を把握し、
適切な支援を行っている

4 3 2 1

⑥
チームメンバーの認知症ケアの能力を適切
に評価している

4 3 2 1

⑦
カンファレンス等の会議を効果的に展開し
ている

4 3 2 1

⑧
認知症ケアの中で生じる倫理的課題の構造
を理解し、課題解決のための指導を行って
いる

4 3 2 1

⑨
OJT（職務現場での業務を通じての指導）
の意義や方法を理解し、適切に指導してい
る

4 3 2 1

⑩
チームメンバーへの指導の結果・成果を適
切に評価している

4 3 2 1

⑪
医療専門職との適切な連携をマネジメント
している

4 3 2 1

⑫
同職種・多職種間で連携や役割分担を行い、
チームで取り組む体制を作っている

4 3 2 1

⑬
地域の認知症の人のための取り組み（施
策）に関与している
＊自施設・事業所の内外を問わない

4 3 2 1 58


