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Populations are getting older 

2015 2050 



一昔前に比べ、世界的に高齢化は加速している！ 

Population ageing is happening much more quickly than in the past 

Time for percentage of population older than age 60 to double 

そのトップランナーは日本！ 
Dementia: a public health priority 

Authors:World Health Organization and Alzheimer’s Disease International 

（http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/） 

http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/


100人に1人が認知症を発症 
 

 世界保健機関（WHO）が発表した報告書「認知症：公衆衛生上に重要課題（2012年）」による
と、世界の認知症有病数は現在、およそ3,560万人に上る。2030年までに2倍の6,570万人、2050
年までに3倍の1億1,540万に増えると予測されている。認知症は世界中で増加しているが、半数以上

（58％）は低・中所得国に集中しており、この割合は2050年までに70％以上に上昇するという。   
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Dementia: a public health priority 
Authors:World Health Organization and Alzheimer’s Disease International 
 
http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/ 



 
1：認知症は正常な老化ではありません- 
2：現在4750万人の認知症の人がいます 
3：4秒に一人の割合で新しい認知症患者が出ています- 
4：巨大な経済的影響; 1年につき6040億米ドル- 
5：介護家族は高いストレス状態にある- 
6：早期診断は認知症の人やその家族の生活の質を改善する- 
7：-認知症の人やその家族はしばしば差別される- 
8：認知症に対する知識と理解が必要- 
9：より多くの研究や評価を必要としている- 
10：認知症は最優先の公衆衛生の課題である- 
11：できることも沢山ある。できることで元気になる- 

 

10 facts on dementia 
  認知症に関する10の事実  

World Health Orgnization（WHO） 
http://www.who.int/features/factfiles/dementia/dementia_facts/en/index9.html 



A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk 

monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a 

randomised controlled trialLancet.2015 Jun 6;385(9984):2255-63.  2015 

Finger Study 
2009年9月7日から2011年11月24日までに、60-77才のフィンランド人
1,260名をランダムに介入群と対照群の2群に分け、対照群には一般的な健康ア
ドバイスを、介入群には、2年間以上続けて血圧の管理などにあわせて健康的な
食事、筋トレ・有酸素運動、脳エクササイズなどの総合的な介入を実施。 
 
・食事：野菜や果物、全粒穀物製品や低脂肪乳、肉、最低週に2日は魚を消費す
ることなどが推奨されました。またアルコールや糖、カロリーの摂取を制限 
・運動：週1〜3回の筋力トレーニング、週2〜5回の有酸素運動などを行う 
・脳エクササイズ：ワーキングメモリー、エピソード記憶、メンタルスピードを
鍛えるトレーニングを週3回 1回15分程度実施。 
・医師や看護師によって診察や身体計測を行い、生活習慣の改善指導 
 

認知症は多因子疾患であり、 
       多因子介入が必要 



Risk factors for dementia 
 

The Lancet Commission presents a 

new life-course model showing 

potentially modifiable, and non-

modifiable, risk factors for dementia. 

公衆衛生の課題として 
35％は予防可能 

Lancet International Commission on Dementia 

Prevention, Intervention and Care （AAIC 2017） 

8% 教育 

9% 難聴 

2% 高血圧 

1% 肥満 

5% 喫煙 

4% うつ 

3% 不活動 

2% 孤立 

1% 糖尿 



日本では?! 



新３本の矢 
 
①希望を生み出す強い経済 
②夢を紡ぐ子育て支援 
③安心につながる社会保障 
 
首相は「長年手つかずだった日本社会の構造的課題である少子高齢の問題
に真正面から挑戦したい」と意気込みを示した。 
                       （2015/09/24） 

日本が抱える大きな課題 

少子高齢化 



日本の総人口年齢3区分別人口（出生中位・死亡中位）推計 
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日本の総人口年齢3区分別人口（出生中位・死亡中位）推計 

日本の高齢者・認知症問題 



 

厚生労働省 

新オレンジプラン 



認知症施策推進大綱（6/18） 
 

１ 普及啓発・本人発信支援 
２ 予防 
３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援  
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 

共生 と 予防 



  

  

認知症巡り「官民協議会」設立式（2019/4/22） 
（都内で当事者ら100団体） 
 

 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会にするため、政府や当事者団体、
経済団体など約100の団体・機関でつくる「日本認知症官民協議会」が22日、東京都内で
設立式を開いた。 
 協議会の下にテーマごとのワーキンググループを設けて具体的な課題を議論し、施策や
民間の取り組みに反映させたい考え。根本匠厚生労働相は「認知症バリアフリーの取り組
みを日本中、世界中で進めていけるようご協力願いたい」とあいさつした。 
 

 

©一般社団法人共同通信社 

https://this.kiji.is/492997965041239137 

https://this.kiji.is/492997965041239137
https://this.kiji.is/492997965041239137


認知症という病 



1980年代 

縛られるのはあたりまえ 
だった・・・ 
 

寝たきり対策から始まった・・ 
厚生省に認知症対策室が設置さ
れたのは1986年 

宮崎和加子,田邉順一  
「認知症の人の歴史を学びませんか 」  

（中央法規 2011） 



たわけ（江戸時代） 狂い パラノイア  

            ⇒ 痴呆症（呉秀三） 

  

痴呆症 ⇒ 認知症 2004年（日本） 

 

De-mentia ⇒  

    Neurocognitive disorder  

    2013年（DSM-5） 

 

※ 厚生省に認知症対策室が設置されたのは1986年  

認知症の社会的位置づけの変遷 



Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 

（DSM-5）の6つの認知領域において1つ以上に以前の行為
水準より低下している領域がみられる。 
 
・複雑性注意   （complex attention）；一度に多くの事に注意を向ける 

・実行機能  （executive function）；実行機能 

・学習及び記憶（learning and memory）；記憶 

・言語    （language）    ；失語 

・知覚 -- 運動   （perceptual-motor）；失行、失認 

・社会的認知 （social cognition） ；社会脳 

 
 

    認知症の中心的な症状のとらえ方が、従来の記憶障害 
   から、社会的認知の障害（関係性の障害）へと 
   シフトしている。 
 

  記憶障害はADだけに診断基準として記載されている。 



記憶障害や社会的認知、ADLの不具合を抱
えながら生きている。 

 

生活のいたる場面で、私たちには見えない
「つまずき」をたくさん経験している。 

私は誰、どうすればいい！、こんなはずじゃ、いっ
たい何がおかしいんだ、とうとう自分も・・、助け
て・・ 
不安、恐怖感、絶望感・・ 



何が人を元気にする？！ 
 

認知症でも、病気であっても・・ 

 



仕上げ、加工、色塗り 
など 

大学 
NPO 

自治体 

企業 

販売 

対象者 
仕事（作業）
デリバリー 

スタッフ 
家族 
民生委員 
社協職員 
学生 
村職員 

出来る作業を
話し合う 

＄ 賃金発生 

商品 

公民館機能を活用したデリバリー作業の取り組み 

持てる力（能力）を発揮できる、楽しみになる。
そして地場産業・企業と協力して 



 

【レビー小体型認知症のAさん】 
 
Aさん「あんたの隣に、もう一人あんたがおるが！」 
 
    一瞬沈黙があって・・、 
 
参加者「へー、そうね・・、それはそれは・・」 
 
    黙々と作業を継続 
 
Aさん「おかしいねー」 
 
参加者「ははは・・」と笑いだす。 
 
                  当日関わった社協職員談 

認知症の症状も包み込むコミュニティの創生ができている 



「このしゃもじは諸塚村の特産であるスギや檜を使い、40年前に杉や檜
を植林した80歳代の方々が作成しています。木のしゃもじはご飯が
「ひっつく」ので、よく「濡らして」から使用することから、新婚さんに
たとえます。この商品の使用期間は新婚期間と同じで概ね1年間です。 

「縁結」のネーミング効果もあり、結婚式の引き
出物として大量に販売でき、現在在庫切れ！ 

 
第２工期終了（3か月） 
 
しゃもじ売上本数785本（結婚式の引き出物、観
光協会店舗にて販売、自衛隊のお土産、など） 

785×300=235,500円 
（材料費：90円、指導料：30/本、消耗品代：18750円） 

 
一人当たり約24,000円の給料 
 



諸塚儲け話 第3弾！ 
ゴミ袋を侮ってはいけません・・。 

※ 2か月に1度の給料：12月は一人約3000円 



なんと第4弾が始動・・ 
自助・共助の芽生え！ 

椎茸栽培発祥の地といわれ・・・ 

クヌギの木 
クヌギの木から作られた
「苦抜き地蔵」 



デイサービス内で働く 
（有償ボランティア） 

ケアを受けに行く
のではない！ 
 
「働きに行く！」 



有償ボランティアOK！ 



継続性をどのようにしたら・・  

・宮崎県諸塚村 
 

・京都府京都市 



①京都府 
デイサービス内での
仕事（有償ボラン
ティア活動） 

まな板
磨き 



DC内の活
動・仕事 

作業の産物と企業側ニーズとのマッチング 
 

（それぞれの能力に合わせて、外勤作業へのサポートや、アートを使ったデザ
イン、商品の企画、内職作業の納品ルーチンまでも企業へ提案していく） 

「既存の資源をつなげるプラットフォームの構築 

プラットフォーム 

デザイナー 医療・福祉 
専門職 

カウンセラー 

福祉施設 

企業 



自治体（地区、対

象者の選定、企業と
の仲介、観光協会と

の連携促進） 

プラットフォーム（認知症初期集中支
援から始まった） 

道の駅で販売、お祭りでの景
品、自衛隊へのお土産、観光協
会との連携 

企業 

専門職（対象者と

仕事のマッチィング、
企業との打ち合わせ） 

診療所（日々の状況把
握と病状に対する助言、

予防的視点） 

クヌギで絵馬作成 

しゃもじ作成 

ごみ袋作成 

②宮崎県 
 限界集落（中山間地域）での取り組み 

地域の産業：製材、椎茸 

デザイン 



Social Impact 



【通所リハ利用料】 

1,812点/月(要支援1)・3,715点/月(要支援2）・5800円/1回（介護度1） 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

全国計 889,634 867,353 1,263,488 1,105,911 835,556 768,322 601,086
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全国計（H29年4月 推計値） 

⇒ 4,126,386（H29） （要支援１~要介護2）  

厚生労働省（介護保険事業報告：暫定）https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m18/1801.html 



日本の総人口年齢3区分別人口（出生中位・死亡中位）推計 
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日本の総人口年齢3区分別人口（出生中位・死亡中位;人口問題研究所）推計 

少子高齢化 社会 

平成 

(千人) 

一回減らした分：働いて税金を落とす 
働く：3万(年/納税)×100万人=300億 

1００万人 

デイサービス（3回/週）：72000/月（600単位試算）   
        ↓ 
デイサービス（2回/週）：48000/月 
        ↓ 

24000×100万人=240億×12ヵ月=2880億（削減） 

子育て・教育・食育 支援 

余剰を次世代支援に
まわす！ 

課題：サービスを減らした分、事業所の収入が減る。このこ
とに対する何らかの手当てが必要ではないか。 



Thinking Outside the Box！ 

既成概念に縛られず！ 

これからの支援のかたち・・・ 
 
科学的思考を懐に、めまぐるしく変わる情勢にアンテナを張
り、生活や地域で本当に必要とされていることにTry！Try! 
 



関西広域連合が実施するセミナーをご聴講いただき、
ありがとうございます。

自社のPR、共同研究開発を想定されている新技術・
新製品の内容、解決したい技術課題・相談内容など
がございましたら、発表者の氏名と併せて、電子メー
ルで以下の送付先へお送りください。

送付先 ： sangyoinfo@kouiki-kansai.jp
問合せ先 ：関西広域連合 広域産業振興局

TEL:06-6614-0950

関西広域連合からのお知らせ

mailto:sangyoinfo@kouiki-kansai.jp

