
香川県における
認知症施策の推進について

平成31年2月4日

香川県健康福祉部長寿社会対策課 課長補佐 小塚 武司
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国の地方支分部局職員を対象とした
認知症サポーター養成講座

資料２



１．香川県の高齢化の状況
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推計値・香川県の高齢化率は
Ｈ12年の21.0％から
Ｈ30年には31.0％に。

・2025年には33.2％
（３人に１人）と推計。

・全国を上回って
高齢化が進んでいる。
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２．香川県の認知症高齢者の状況

・厚生労働省が平成27年１月に策定した「認知症施策推進総合戦略
（新オレンジプラン）」においては、我が国における認知症高齢者の
数は平成37年には約700万人前後になると推計。

・同省の将来推計を参考に試算すると、香川県における認知症高齢者
の数は、平成32年には約５万１千人、平成37年には約５万６千人と
なる見込み。

※65歳以上の推計高齢者人口に「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）による認知症患者の推定有病率を乗じ
て算出
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３．認知症とは

•認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったりして、脳
の司令塔の働きに不都合が生じ、さまざまな障害が起こり、生活す
る上で支障が、およそ６ヶ月以上継続している状態を指している。

•認知症を引き起こす主な病気は、アルツハイマー病、レビー小体型
認知症、脳血管性認知症であり、全体の約80％を占める。

•認知症は、早期発見・早期対応を行うことにより、進行を遅らせるこ
とも可能な場合があるため、認知症対策としては、まず早期診断、
早期対応が重要。
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
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23%
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【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症施策推進事業

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

予防給付（要支援1～２）

充
実

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

地域支援事業の全体像

改正前と同様
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４．認知症疾患医療センター

•認知症の専門医療の提供と連携による地域の医療水準の向上を図
るため、鑑別診断、専門医療相談、身体合併症対応、医療情報の
提供を行うとともに、介護との連携や医療従事者への研修等を行う
医療機関（県内６医療機関を指定）。

保健医療圏域 設置数 指定病院

小豆 １ 小豆島病院

東部（大川） １ 香川大学医学部附属病院

東部（高松） ２ 大西病院、いわき病院

西部（中讃） １ 回生病院

西部（三豊） １ 西香川病院
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５．認知症サポート医とかかりつけ医

• 「認知症サポート医」とは、かかりつけ医への研修・助言をはじめ、
認知症初期集中支援チームなど地域の認知症に係る地域医療体
制の中核的な役割を担う医師（現在55名）

• 「かかりつけ医」とは、高齢者が慢性疾患などの治療のために受診
する診療所等の主治医で、サポート医が講師となる研修を受講した
者（現在128名）

• 「認知症専門医療機関」とは、精神科・心療内科等を標榜する医療
機関であって、専門的な認知症の診断や治療が可能な医療機関

（現在76医療機関）
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６．認知症初期集中支援チームと
認知症地域支援推進員

• 「認知症初期集中支援チーム」とは、認知症サポート医等が中心と
なり、看護師・社会福祉士等の複数の専門職で構成され、初期の認
知症の方を集中的（おおむね６ヶ月）に支援
（4月現在、県内全市町で22チーム設置、チーム員総数194名）

• 「地域支援推進員」とは、認知症の方の相談業務や、医療機関・介
護事業者・地域住民の連携等の推進役（11月現在、県内全市町で
63名）
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７．認知症サポーターの養成

•認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に
対して温かい目で見守ることがスタート

•認知症サポーターは「なにか」特別なことをする人ではなく、認知症
の人や家族の「応援者」

•認知症に対する正しい知識の普及啓発が重要であることから、「認
知症サポーター」養成、その講師を務める「キャラバン・メイト」を養
成

平成30年12月31日現在 県内 全国

認知症サポーター 92,458名 11,101,518名

認知症キャラバンメイト 1,199名 156,893名
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８．見守りＳＯＳネットワーク

•県及び市町の関係機関をもって、「認知症高齢者行方不明等対策
連絡会議」を設置（平成27年7月）。

•民間事業者や団体、行政等が高齢者の見守り等に協力して取り組
むことを目的として、県、市町及び趣旨に賛同する事業者・団体等
（現在52団体）をもって、「かがわ高齢者見守りネットワーク」を設置
（平成28年2月）。

•現在、県内15市町で高齢者の見守りネットワークが構築。
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９．認知症カフェ

•認知症のご本人とご家族が、地域住民の方や、介護・福祉・医療の
専門家と身近な場所で集い、交流できる場。

•本県でも、本年10月現在、11市町で50カフェが運営。
（高松市10、丸亀市13、坂出市7、善通寺市1、観音寺市3、三豊市5、
東かがわ市1、土庄町2、宇多津町2、多度津町3、まんのう町3）
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１０．若年性認知症施策
•若年性認知症は、65歳未満で発症する認知症で、高齢期の認知症
とは違う多くの課題がある。

•初期の症状が、認知症特有の症状でないことが多く、受診や診断が
遅れることがしばしばみられる。

•生計中心者が発症した場合、離職等に伴う収入減少による子の就
学費用、家のローン等への経済的影響が大きい。

•若年性認知症の人やその配偶者の親も要介護状態になるリスクが
高い世代のため、複数介護になることもある。

•平成29年度末までに47都道府県に若年性認知症の人の自立支援
に関わる関係者のネットワークの調整役である「若年性認知症支援
コーディネーター」を配置することとされており、本県においても、平
成30年1月から設置（いわき病院）。
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１１．認知症予防三位一体推進事業①

•認知症予防に効果があるとされる「運動・栄養・社会交流」の三位一
体による認知症予防に向けた取組みの全県展開・普及を図る。

・他人との交流が週1回未満の人は認知症発症
率が約1.4倍
・趣味、ボランティア等、地域グループ参加
割合の高い地域ほど、認知症リスクが低い。

運 動

栄 養 社会交流

・認知症予防の食事は生活習慣病予防の食事
で、１日３食、主食、主菜、副菜をそろえ、
多彩な食品をバランスゆっくり良く噛んで
摂取するのが良い。
・疫学研究では、牛乳・乳製品、大豆・大豆
製品、緑黄色野菜、単色野菜などを多くと
り、米の摂取量は比較的控えめの食事パ
ターンの人が認知症の発症率が低かった。

・速歩き程度の強度の運動を週3
回以上行った人は全く運動しな
い人の半分の認知症リスク。
・運動と認知トレーニングを組み
合わせにより軽度認知症障害
（MCI）の状態から記憶力向上。
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１１．認知症予防三位一体推進事業②

（１）認知症予防キャラバン事業

市町の介護予防教室、敬老会など高齢者の集まりの場に講師を派遣し、国立長寿医療研究
センターが開発した認知症予防運動の体験等をしてもらう。

（２）認知症予防運動指導者養成事業

リハビリテーション専門職等を対象に、認知症予防に効果的とされる運動についての研修
会を開催する。

（３）認知症予防栄養普及啓発事業

市町職員等を対象に研修を行い、認知症予防に効果的な食生活の継続な実践の普及を図る
とともに、認知症になっても地域で暮らし続けるために適時・適切な食への対応ができるよ
う普及啓発を行う。
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１１．認知症予防三位一体推進事業③

（４）認知症予防広報啓発事業

認知症に対する正しい理解の促進を図るため、「かがわ認知症予防月間」の期間中に一
般の県民や医療・介護関係者を対象とした「かがわ認知症予防シンポジウム」を開催す
る。

（５）高齢者社会交流促進事業

元気な高齢者を中心とした地域の支え合い活動の中核となる人材の養成・育成に取り組
むとともに、高齢者が集まりやすい居場所・通いの場づくりなどに取り組む市町を支援す
る。

（６）認知症理解促進事業

行政・経済団体の構成員等を対象とした認知症サポーター養成講座を実施する。
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ご清聴ありがとうございました
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・かがわ認知症予防月間のシンボルマーク。

・ハート型のイラストで、支える人（ピンク）、認知症の方（グリーン）と、
ふれあい支え合う姿を表現しています。


