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認知症の有病率と将来推計

はじめに

図1



認知症の性別・年齢階級別有病率

Age-class Male Female
65-69 0.028 0.038
70-74 0.049 0.039
75-79 0.117 0.144
80-84 0.168 0.242
85-89 0.350 0.439
90-94 0.490 0.651
95+ 0.506 0.837

Asada et al. MHLW Scientific Research Reports in 2013
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認知症高齢者の数と割合の将来推計
(according to the national epidemiological study on dementia in 2012)
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概念，一般的特徴，診断基準

認知症と軽度認知障害の
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認知機能
障害

生活障害脳の病的
変化

認知症の概念

S. Awata
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認知症の原因疾患

• 変性性認知症
– アルツハイマー型認知症
– レビー小体型認知症
– 前頭側頭型認知症
– 進行性核上性麻痺
– 大脳皮質基底核変性症
– 嗜銀顆粒病
– 神経原線維型認知症
– パーキンソン病

• 血管性認知症
– 脳梗塞
– 慢性虚血性変化
– 脳出血

• 外傷性認知症
– 脳挫傷
– 慢性硬膜下血腫

• 腫瘍性
– 脳腫瘍

• 物質・医薬品誘発性
– アルコール関連障害
– 一酸化炭素中毒

• 内分泌・代謝性
– 甲状腺機能低下症
– ビタミン欠乏症
– 糖尿病

• 感染症
– 神経梅毒
– HIV感染症
– プリオン病

• その他の認知症
– 正常圧水頭症
– ハンチントン病
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社会的
健康問題

社会的孤立

経済的困窮，経済被害

サービス利用の拒否

近隣とのトラブル
居住地，施設，病院，地域における差別や排除

認知機能
障害

生活障害
脳の病的

変化

認知症の一般的特徴

身体的
健康問題

精神的
健康問題

介護者の負担・心理的苦悩

介護者の健康問題

虐待 介護拒否
家庭崩壊

自殺 介護心中
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正常 ＭＣＩ 軽度認知症 中等度認知症 重度認知症

精神的健康問題
抑うつ，不安，睡眠障害，妄想，
怒りっぽい，興奮，暴言，暴力

認知機能
低下

複雑化のプロセスは認知症の初期段階にはじまる

生活機能
低下 社会的

孤立

家族介護者の疲弊

身体的
健康問題
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正常 軽度認知障害（ＭＣＩ） 軽度認知症 中等度認知症 重度認知症

精神的健康度低下
抑うつ，不安，睡眠障害，妄想

興奮，暴言，暴力

早期診断
早期対応

認知症の早期診断・早期対応の目標

複雑化のプロセスが進展する前に，それらを予防し，質の高い生活が
継続できるように，臨床状態を総合的にアセスメントし，必要な支援を
統合的に利用できるようにしていく．
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認知機能
障害

脳の病的
変化

軽度認知障害（MCI）の概念

S. Awata
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DSM-5： 神経認知障害(NCD)
認知症および軽度認知障害の診断基準

認知症(Major NCD)

• 1つ以上の認知領域で以前の行
為水準から有意な認知の低下が
ある．

• 毎日の活動において，認知欠損
が自立を阻害する．

• せん妄のみで起こっているので
はない．

• うつ病や統合失調症などの他の
精神疾患では説明できない．

軽度認知障害(Mild NCD)

• 1つ以上の認知領域で以前の行
為水準から有意な認知の低下が
ある．

• 毎日の活動において，認知欠損
が自立を阻害しない（以前より大
きな努力や工夫が必要かもしれ
ない）．

• せん妄のみで起こっているので
はない．

• うつ病や統合失調症などの他の
精神疾患では説明できない．

脳の病的変化を同定する
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鑑別診断のポイント

認知症，せん妄，うつ病の
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せん妄とは

軽度の意識混濁によって，注意障害，認知機能
の全般的障害，睡眠・覚醒サイクルの障害，さま
ざまな精神症状（錯覚，幻覚，妄想など）が現れ
た状態．

短期間の間（通常数時間から数日）に出現し，1
日の中で症状が変動し，通常は一過性・可逆的
である．

身体合併症（脱水症，感染症，心疾患など）や薬
物が原因になることが多い．

精神運動が増加する場合（活動増加型）と減少
する場合（活動減少型）がある．
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せん妄とアルツハイマー型認知症の鑑別のポイント

せん妄 アルツハイマー型認知症

発 症 急激 緩徐

日内変動 夜間や夕刻に悪化 変化に乏しい

初発症状 錯覚、幻覚、妄想、興奮 記憶力低下

持 続 数時間 ～ 1週間 永続的

知的能力 動揺性 変化あり

身体疾患 あることが多い 時にあり

環境の関与 関与することが多い 関与ない

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）

ポイント： 経過が重要！
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うつ病とは

S. Awata
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うつ病 ※ アルツハイマー型認知症

発 症 週か月単位、何らかの契機 緩徐

表情・態度 沈鬱，不安，無欲的 通常は自然

もの忘れの
訴え方 強く自覚する 自覚があっても生活の支障に

ついての自覚が少ない

答え方 否定的答え（わからない） つじつまをあわせる

思考内容 悲観的，自責的 ときに他罰的

失見当 軽い割にADL障害強い ADLの障害と一致

記憶障害
軽い割にADL障害強い
最近の記憶と昔の記憶に
差がない

ADLの障害と一致
最近の記憶が主体

日内変動 あり 乏しい

うつ病とアルツハイマー型認知症の鑑別のポイント

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）
ポイント： 体験と表出が重要！ 図16



せん妄とうつ病の治療の原則

せん妄
– 本人・家族に症状をわかりやすく説明する．

– せん妄の原因（身体疾患，薬物など）を検索して，それに
対する治療・改善をはかる

– 安全面に配慮した環境調整を行う．

– 活動過剰型では抗精神病薬による治療も考慮する．

うつ病
– 本人・家族に症状をわかりやすく説明する．

– 本人の体験を積極的に傾聴し，受容する．

– 休養，睡眠，栄養の確保をはかる

– 抗うつ薬による薬物治療を検討する

せん妄もうつ病も認知症に合併して出現することは多い．そのような場合には，
まずはせん妄やうつ病の治療を優先する． 図17



基本的方法

認知症を診断するための

図18



認知症診断の基本的な手順

① 本人，家族，知人の話をよく聞き，日常生活の様子
にどのような変化が認められたかを把握する．

② 臨床経過や本人の体験・表出などから，せん妄や
うつ病ではないこと，認知症の臨床像に合致する
ことを確認する．

③ どのような認知領域や生活領域に障害が認められ
るか把握する．

– 必要に応じてMMSEやHDS-R等の心理検査を活用す
る．

④ 脳の病的変化（認知症の原因疾患）を明らかにす
るための検査を実施する．
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症例： 83歳，男性，要介護未認定

• 6年前から高血圧症で当院に通院している．

• 買い物や通院の際は自分で自動車を運転している．

• 妻によれば，1年前から同じことを何度も質問したり，
置いた場所がわからなくなって探し物をしたり，朝の
薬を飲み忘れることが多くなった．ATMで戸惑うこと
が多くなり，金銭管理は妻が行っている．入浴，着
替え，トイレなど身の回りのことは自立している．

• 本人の身なりは整っており，態度も自然，感情も穏
やかである．本人としては，「もの忘れは自覚してい
るが，日常生活には特に支障は感じていない」，「自
動車運転は続けたい」という．

図20



Mini-Mental State Examination (MMSE)
課題名 教示 得点

1 時間見当識
「今年は何年ですか」，「今の季節は何ですか」，「今日は何曜
日ですか」，「今日は何月何日ですか」

2/5

2 場所見当識
「ここは何県ですか」，「ここは何病院ですか」，「ここは何階で
すか」，「ここは何地方ですか」

5/5

3 ３単語即時記憶 物品名を３個言い，その後被験者に繰り返させる 3/3

4 連続７減算 100から順に7を引く（5回まで） 1/5

5 ３単語遅延再生 （3で提示した物品名を再度復唱させる） 0/3

6 物品呼称
（時計を見せながら）「これは何ですか」，（鉛筆を見せながら）
「これは何ですか」

2/2

7 復唱 次の文章を繰り返す「みんなで力を合わせて綱をひきます」 1/1

8 ３段階命令
（３段階命令）「右手にこの紙をもってください」「それを半分に
折りたたんでください」「机の上においてください」

2/3

9 音読，読解
（次の文章を読んでその指示にしたがってください）「目を閉じ
なさい」

1/1

10 自発書字 （何か文章を書いてください） 1/1

11 図形模写 （次の図形を書いてください）重複5角形の模写 0/1

合計得点 18/30
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改定長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）
課題名 教示 得点

1 年齢の記憶 お年はいくつですか？（2年までの誤差は正解） 1/1

2 時間見当識 「今日は何年の何月何日ですか」「何曜日ですか」 1/4

3 場所見当識
「私たちが今いるところはどこですか」，5秒おいて「家ですか，
病院ですか，施設ですか」

2/2

4 ３単語即時記憶
これから言う３つの言葉を言ってみてください．あとでまた聞き
ますのでよく覚えておいてください．桜，猫，電車

3/3

5 連続７減算 100から7を順に引いてください．（2回） 1/2

6 数唱（逆唱） 私がこれから言う数字を逆に言ってください．682，3579 1/2

7 ３単語遅延再生
先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください．
（自発的に回答がない場合には，ヒントを与える．）植物，動物，
乗り物

1/6

8 5物品即時記憶
これから５つの物品を見せます．それを隠しますので何があっ
たか言ってください．

4/5

9 野菜名想起
知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください．（答え
た野菜の名前を右欄に記入する．途中でつまり，約10秒間
待っても出ない場合はそこで打ち切る．）

3/5

合計得点 17/30
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身体医学的所見

バイタル
• 血圧： 140-90mmHg

• 脈拍： 毎分80回（不整なし）

胸腹部理学的所見
• 異常なし

神経学的所見
• 運動麻痺（-）

• パーキンソン症状（-）

• 歩行障害（-）

血液検査
• 血液一般： 正常

• 生化学： 正常

• 甲状腺機能： 正常

• ビタミンB1/B12/葉酸：正常

神経画像検査
• 両側側頭葉内側面に萎縮

図23



どのような認知領域に障害があるのか

• 複雑性注意（全般性注意）
– ３単語即時記憶，５物品即時記憶，数唱（順唱），連続７減算

• 実行機能（ワーキングメモリ）
– 連続７減算，数唱（逆唱），野菜名想起，３段階命令

• 学習と記憶（近時記憶，遠隔記憶）
– ３単語遅延再生，年齢，自伝的記憶（生年月日，故郷の地名）

• 見当識（時間，場所）
– 時間（年，月，日，曜日，季節）
– 場所（今いる場所，地名，都道府県名，地方名，今いる階）

• 言語（自発話，喚語，言語理解，書字，読字）
– 自発話（流暢か，非流暢か），物品名呼称，３段階命令
– 自発書字，音読，読解

• 知覚・運動（視空間構成）
– 透視立方体図模写，重複５角形模写，姿位模倣（キツネ，ハト）

図24



どのような生活領域に障害があるのか

手段的ADL（IADL）
• 買い物

• 交通機関の利用

• 金銭管理

• 電話の使用

• 食事の準備

• 掃除

• 洗濯

• 服薬管理

基本的ADL（BADL)
• 入浴

• 着替え

• 排泄

• 整容

• 食事

• 移動（室内，屋外）

図25



認知症の重症度評価

軽度 中等度 重度

記憶障害 近時記憶 遠隔記憶（部分） 遠隔記憶（全般）

見当識障害 時間 場所 人物

実行機能障害 問題解決 判断力（部分） 判断力（全般）

生活障害
（IADLとBADL)

IADL BADL（部分） BADL（全般）
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所見のまとめ

① 1年前から，繰り返し言動，探し物，薬の飲み忘れ
など健忘のエピソードが目立つようになった．

② せん妄やうつ病の臨床像ではなく，認知症の臨床
像に合致する．

③ MMSE18点で，近時記憶障害，時間失見当識，注
意・ワーキングメモリの障害，視空間構成障害を認
め，服薬管理，金銭管理などのIADL障害を認める
が，BADL障害は認めない．

④ 神経学的異常所見は認めない．血液・生化学・甲
状腺機能検査等に異常を認めない．頭部CTで海
馬を含む側頭葉内側面に萎縮を認める．

診断としては，アルツハイマー型認知症（軽度）で矛盾はない．
図27



代表的認知症疾患の診断

認知症の総合アセスメントと

図28



認知症の総合アセスメント

認知症疾患
アルツハイマー型認知症，血管性認知症，レビー小体型認知症，前頭
側頭型認知症，正常圧水頭症，外傷による認知症，アルコール性認知
症，パーキンソン病，進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症など．

認知機能
近時記憶障害，時間・場所失見当識，視空間認知障害，注意障害，遂
行機能障害，言語理解障害，発語障害，意味記憶障害など．

生活機能
基本的日常生活動作（排泄，食事，着替，身繕い，移動，入浴）の障害，
手段的日常生活動作(電話の使用，買い物，食事の支度，家事，洗濯，
交通手段を利用しての移動，服薬管理，金銭管理)の障害．

身体的健康

高血圧症，慢性心不全，虚血性心疾患，心房細動，糖尿病，慢性閉塞
性肺疾患，誤嚥性肺炎，慢性腎不全，がん，貧血症，脱水症，白内障，
難聴，変形性関節症，骨折，前立腺肥大症，褥創，歯周病，口腔乾燥
症，パーキンソン症候群，脳梗塞など．

精神的健康
妄想，幻覚，誤認，抑うつ状態，アパシー，不安，徘徊，焦燥，破局反
応，不平を言う，脱抑制，じゃまをする，拒絶症，（せん妄）など．

社会的状況

介護負担，介護者の健康問題，経済的困窮，家庭崩壊，虐待，介護心
中の危険，火の不始末，交通事故の危険，老老介護，認認介護，独居，
身寄りなし，路上生活，近隣トラブル，悪徳商法被害，医療機関での対
応困難，介護施設での対応困難など．
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認知症の原因疾患と身体的健康状態を評価するための検査

バイタルサイン
• 血圧，脈拍

胸腹部検査
• 理学的検査： 視診，打診，聴診，触診
• 単純X-P検査，心電図検査

神経学的検査
• 脳神経
• 運動麻痺，パーキンソン症状，病的反射
• 歩行機能

血液検査
• 血液一般検査
• 生化学検査： 電解質，肝機能，腎機能，血糖，脂質，蛋白，アルブミン

• 甲状腺機能，ビタミンB1/B12/葉酸の検査

神経画像検査
• CT
• MRI
• SPECT 脳血流SPECT，DATスキャン，MIBG心筋シンチ

図30



アルツハイマー型認知症

海馬や大脳皮質を中心に，広範な神経細胞
の脱落と，さまざまな程度の老人斑，神経原
線維変化を認める認知症．

老人斑の主要構成成分はアミロイドβ蛋白，
神経原線維変化の主要構成成分はタウ蛋白
であることが明らかにされている．

潜行性に発症，緩徐に進行．初期から近時
記憶障害が目立つのが特徴．
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アルツハイマー型認知症の画像所見

典型的なADのSPECT画像
右 側面 左 側面

右 内側面 左 内側面

❶ ❶

❷

❸ ❸

7

0

①頭頂側頭連合野 ②楔前部 ③後部帯状回
での血流低下

典型的なADのMRI画像

側脳室下角の開大と海馬の萎縮

7

0

認知症サポート医養成研修より引用
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近時記憶
障害

視空間認知
の障害

脳の障害部位とあらわれる認知機能障害

言語理解
の障害

S. Awata
図33



血管性認知症

脳梗塞，脳の慢性虚血性変化，脳出血など
の脳血管障害に関連して出現する認知症．

脳卒中発作の後に急速に発症し，階段状に
進行するもの（例：多発梗塞性認知症）と，動
脈硬化性血管病変による慢性虚血性変化を
背景に，潜行性に発症し，緩徐に進行するも
の（例：皮質下血管性認知症）がある．
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皮質下血管性認知症の画像所見

ＭＲＩ ＳＰＥＣＴ

認知症サポート医養成研修より引用

図35



実行機能
障害

脳の障害部位とあらわれる認知機能障害

自発的に
計画的に
効果的に
合目的的に

行為を遂行する能力

•アパシー（無気力，
自発性低下）
•1日中炬燵に座っている
•入浴や着替えもしない
•すべてに無頓着

•平然としていることもある
が・・・抑うつ・不安・心気症
状が目立つこともある．

重度化すると

S. Awata
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レビー小体型認知症

認知症とパーキンソン症状を主症状とし，認
知機能の変動，幻視・錯視などを特徴とする
認知症．

レビー小体が脳幹や大脳皮質に多数出現，
その主要な構成成分はαシヌクレインと呼ば
れる異常蛋白質であることが明らかにされて
いる．
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レビー小体型認知症の画像

① ② ③ MIBG心筋シンチグラム

ＭＲＩ ＳＰＥＣＴ

正常例

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）
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視空間認知
の障害

脳の障害部位とあらわれる認知機能障害

視覚認知
の障害

パーキンソン
症状

意識レベルの
変化

•日中うとうとしやすい
•夜間行動異常が現れやすい
•幻視や錯覚が現れやすい
•妄想や抑うつ症状が現れやすい
•パーキンソン症状
•歩行障害（転倒に注意！）
•嚥下障害（誤嚥に注意！）

•症状が変動しやすい
•脱水症に注意！
•尿路感染症に注意！

S. Awata
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治療の原則

認知症疾患に対する

図40



一般的な治療原則

図41

診断前から

• 本人・家族の体験を積極的に傾聴，不安や心配を理解する

診断後には

• 本人・家族の不安を配慮して，診断情報を丁寧に説明する

• 今後も医療を継続すること，介護保険サービスなどの地域資
源が利用できること，困りごとの相談に応じることを伝える

一般医学的管理

• 身体的健康管理を行う（例：脱水症，便秘，低栄養，疼痛，生活習慣病）

薬物治療を開始する場合には

• 期待される効果と限界，副作用と対応について説明する

• 服薬管理体制を確認し，体制が確保されていない場合は，
家族・地域包括支援センター等と連携して体制を確保する



コリンエステラーゼ阻害薬の特徴
ドネペジル ガランタミン リバスチグミン

作用機序
AChE＊阻害
＊アセチルコリンエステラーゼ

AChE阻害/
ニコチン性ACh
受容体刺激作用

AChE阻害/
BuChE＊阻害
＊ブチルコリンエステラーゼ

病期 全病期 軽度～中等度 軽度～中等度

1日用量 3-10mg 8-24mg 液剤あり 4.5-18mg 貼付剤

初期投与法
3mgを1－2週投与後
5mgで維持

8mgで4週投与後
16mgで維持

4週ごとに4.5mgずつ
増量し18mgで維持

用法 １ ２ １

半減期 70－80 ５－７ 2 － 3

代謝 CYP CYP 非CYP

推奨度 グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

その他 DLBが適応（2014） １ステップ漸増法が
が承認（2015）

認知症サポート医養成研修より引用
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コリンエステラーゼ阻害薬の使用上の注意点

１．アルツハイマー型認知症に使用
２．洞不全症候群、房室伝導障害は要注意

投与前に心電図をとることが望ましい
３．気管支喘息、閉塞性肺疾患の既往
４．消化性潰瘍の既往、非ステロイド系消炎剤使用中の場合
５．消化器症状出現時は減量・中止を検討

重大ではないが頻度の高い副作用
食欲不振、嘔気
嘔吐、下痢、便秘、腹痛
興奮、不穏、不眠、眠気
徘徊、振戦、頭痛
顔面紅潮、皮疹

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）
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メマンチン

作用機序 グルタミン酸受容体の拮抗薬

病期 中等度～高度

1日用量 5ｍｇから20ｍｇ毎週漸増

用法 1

代謝 非CYP

推奨度 グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

メマンチンの特徴

認知症サポート医養成研修より引用
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●副作用：・浮動性めまい
・便秘
・体重減少
・頭痛
・傾眠

●チトクロームＰ450 による代謝を
受けにくいため薬物相互作用が少ない

メマンチンの使用上の注意点

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）
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認知機能障害

認知症の行動・心理症状
Behavioral and Psychological
Symptoms of Dementia (BPSD) 

認知症の行動・心理症状

行動症状
• 攻撃的行動
• 叫声
• 不穏
• 焦燥
• 性的脱抑制
• 収集癖
• 徘徊
• 異食，過食
• 介護への抵抗

心理症状
• 不安
• 緊張
• 易刺激性
• 睡眠障害
• 抑うつ
• 意欲低下
• 幻覚，妄想
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改善がみられない場合は、
●ガイドラインに沿った薬物治療
●専門医に紹介

● 身体疾患の有無のチェックと治療
（脳血管障害、感染症、脱水、便秘など）

● 薬物の副作用や急激な中断のチェック
● 不適切な環境やケアのチェックと改善

（騒音、不適切なケアなど）
● 介護サービスの利用

行動・心理症状(BPSD)への対応

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）
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BPSD治療アルゴリズム

幻覚、妄想

焦燥、攻撃性

抑うつ症状

アパシー

（無為）

不安、緊張

易刺激性
睡眠障害

過食、異食、

徘徊、介護へ

の抵抗

非薬物的介入を最優先する

確認要件

出現時間、原因、環境要件などの特徴を探り、家族や介護スタッフとその改善を探る。

デイサービスなどの導入も検討する。

□ 他に身体的原因はない

□ 他の薬物の作用と関係ない

□ 薬物遵守に問題ない

□ ご家族との間で、適応外使用に関するインフォームドコンセントが得られている

メマンチンの使用をまず検討する。

Ach阻害薬も検討可能だが、逆に

増悪させることもあるので注意が

必要である。レビー小体型はAch

阻害剤を使用する。これらにより

改善しない場合は、抗精神病薬、

抑肝散、バルプロ酸の使用を検討

する

Ach阻害剤：コリン

分解酵素阻害剤

Ach阻害剤を用い、改

善しない場合抗うつ薬

の使用を検討する

抗精神病薬、抗不安薬、抗

うつ薬の有効性が示唆され

ているが、抗不安薬は中等

度以上の認知症では使用し

ない

睡眠覚醒リズムの

確立のための環境

調整を行ったうえ

で、病態に応じて

睡眠導入薬／抗う

つ薬／抗精神病薬

の使用を検討する

向精神薬の有効性を

示唆するエビデンス

はない

低用量で開始し、症状をみながら漸増する

● どの薬剤でも添付文書の最高用量を超えないこと

● 薬物の相互作用に注意すること

● 用量の設定では、年齢、体重、肝・腎、脳機能などへの身体的状況を勘案すること

◎ 抑肝散、バルプロ酸・・プラセボ対照

比較試験では有意差は得られなかったが、

興奮性症状に有効であったとの報告がある。

これらの薬剤を抗精神病薬の前に内服検討

することも可能。特に高齢者の場合は副作

用の観点から推奨される。

出典：かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用

ガイドライン（第２版）より（改変）
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医療，ケア，地域づくり

本人・家族の生活を支援する

図49



図50

厚生労働省作成資料より引用



地域包括ケアシステム

• 地域ケア（Community-based Care）
– 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

• 統合ケア（Integrated Care）
– 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供されるシステム

図51



認知症地域支援推進員
認知症初期集中支援チーム

認知症ケアパス（ICP for Dementia)

To make sure that we can live safely, peacefully, and continuously in the community familiar to us, when we or our family 
members suffer from dementia. 

地域包括支援センター

かかりつけ医
サポート医

認知症疾患医療センター

介護支援専門員 通所サービス

訪問サービス

短期入所
サービス

介護保険外サービス ／ 介護保険サービス

施設サービス

日常診療

急性増悪

一般病院／精神科病院

要介護認定
介護保険サービス利用

認知症の人

自宅，家族

気づき

ターミナル
ケア

地域密着型
サービス

特定施設，サ高住
家族会，認知症カフェ
見守り，生活支援

厚生労働省作成の図を一部改変
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かかりつけ医の役割

図53

• 日常診療において

– 早期に認知症の症状に気づき

– 必要に応じて専門医療機関（認知症疾患医療セ
ンター等）と連携して認知症疾患を診断し

– 日常的な健康管理を行い

– 本人・家族の不安や心配を理解し

– 保健・福祉・介護関連機関（地域包括支援センタ
ー等）と連携しながら

– 家族や地域とのつながりの中で

– 長期にわたるパートナーシップを築く



認知症疾患医療センターの役割

• 地域において認知症の保健・医療提供体制を構築
する拠点として設置されている専門医療機関

– 専門的医療機能

• 専門医療相談

• 鑑別診断とそれに基づく初期対応

• 周辺症状と身体合併症に対する急性期対応

– 地域連携拠点機能

• 認知症に関する情報の発信・普及

• 地域の専門職に対する研修会の開催

• 認知症疾患医療連携協議会の設置・運営

図54



地域包括支援センターの役割

• 地域包括ケアシステムを実現するために，地域の中で
高齢者の多様な相談に応じ，必要なサービスの調整を
行う実践的機関

• 現在は，全国の区市町村に，概ね中学校区単位に約
5,000か所設置されている．

– 総合相談支援

– 権利擁護

– 包括的継続的ケアマネジメント

– 介護予防ケアマネジメント
図55



市町村・地域包括支援センター等

連携

認知症初期集中支援推進事業

●認知症初期集中支援チーム
●専門医療機関

認知症疾患医療センター等
鑑別診断，BPSD対応，地域連携

●かかりつけ医

①相談応需

②情報収集

③アセスメント

④家庭訪問

⑤チーム員会議

⑥初期集中支援

認知症サポート医
＋

医療系・介護系専
門職
保健師・看護師
作業療法士
精神保健福祉士
社会福祉士
介護福祉士
その他

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できるように，高齢者が暮らす地域の中で，認知症の初期支援
を包括的・集中的に行う多職種協働チーム．

プライマリケア医としての継続医療

厚生労働省作成の図を一部改変
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認知症サポート医に求められる役割

• 多職種と協働して，総合アセスメントを行い，情報を
共有し，統合ケアの調整に関与する医師

• 認知症初期集中支援チームにおいて期待されてい
る役割

① 総合的な医学的評価と一般的な認知症疾患の診断

② 専門的な医学的評価や複雑事例については，必要
に応じて，認知症疾患医療センターと連携

③ 継続医療が必要な場合には，かかりつけ医と連携
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社会支援ネットワーク

コーディネーション

認知症の本人・家族

総合アセスメント

診断へのアクセス

診断後支援
（統合ケアの調整）

医療
診断，継続医療の確保など

介護
予防・居宅・地域密着型サービス

住まい
生活支援付き住居の確保など

生活支援
IADL支援，社会参加支援など

家族支援
相談，情報，カフェ，サロンなど

サービス付き高齢者向け住宅，
有料老人ホーム，GH，介護保
険施設，「生活支援付き住まい
確保事業」「低所得高齢者等住
まいと生活支援モデル事業」

カフェ，サロン，家族の会
社会福祉協議会，生活支援員
生活支援コーディネーター
民生委員，認知症サポーター
多様な市民活動

かかりつけ医
認知症サポート医
認知症疾患医療センター
精神科病院，一般病院
大学病院

地域包括支援センター
福祉事務所
社会福祉協議会
成年後見センター
市民後見人

地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
介護保険サービス事業所

福祉・権利擁護支援
日常生活自立支援事業，成年後見制度など

認知症と共に暮らせる社会に向けて

S. Awata
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参考資料
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DASC-21による認知症アセスメント
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CDRによる重症度アセスメント

なし （0 点） 疑わしい （0.5 点） 軽度 （1 点） 中等度 （2 点） 重度 （3 点）

記憶
記憶障害なし，あるい
は 軽度の断続的な物
忘れ

軽度の物忘れが常に存
在出来事を部分的に思
い出す“良性”健忘

中等度の記憶障害
障害は最近の 出来事について
より著しい．障害 は日々の生
活を妨げる

重度の記憶障害
十分に学習 したことのみ保持
新しいことは急速に記憶から
消失

重度の記憶障害
断片的 なことのみ記憶に
残存

見当識

十分に見当識がある 時間的前後関係に軽
度の困難があることを除
き十分に見当識がある

時間的前後関係に中等度の
困難がある
検査の場所についての見当識
は正常．他の場所についての
地理的見当識障害があるかも
しれない

時間的前後関係に重度の困
難がある．たいていの場合，
時間的見当識は障害され，
地理的見当識もしばしば障
害される

自分についての見当識の
みが保たれている

判断力と
問題解
決能力

日常の問題を解決し，
仕事上および金銭上の
問題を十分処理できる
過去の実績と比較し，
遜色のないすぐれた判
断力

問題解決，類似点およ
び相違点に軽度の障害
がある．

問題解決，類似点および相違
点に中等度の困難がある
たいていの場合，社会的判断
力は保持されている．

問題解決，類似点および相
違点に重度の障害
たいていの場合，社会的判
断力は障害されている

判断あるいは問題解決が
できない

地域
社会

の活動

仕事，買い物，ボラン
テ ィア，社会集団にお
いて，通常のレベルでは
自立して機能する

左記の活動に軽度の障
害がある

左記の活動のいくつかに，まだ
携わっているかもしれないが，
自立して機能できない
通り一遍の検 査だと正常そう
に見える

家庭外において，自立して機能するようには見えない

家庭外の会合に連れて行って
もらえるくらい健康そう に見え
る

家庭外の会合に連れて行
ってもらうには，具合が悪
すぎるように見える

家庭
および
趣味

家庭生活，趣味および
知的興味の十分な保
持

家庭生活，趣味および
知 的興味は軽度に障
害さ れている

家庭における機能は軽度だが
明 確に障害されている
より困難な家事はやめている
より複雑な趣味や興味の喪失

単純な家事のみの維持．非
常に限られた興味が不十分に
保持されている．

家庭において，重要な機
能が果たせない．

身の回り
の世話

自分の面倒は自分で十分みることができる 促すことが必要 着衣，衛生，身の回りの品
の 保管などに手伝いが必要

身の回りの世話において，
多くの助けが必要 頻繁に
失禁がある
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FASTによるアルツハイマー型認知症の
重症度のアセスメント

１．正常
２．年相応 物の置き忘れなど

３．境界状態 熟練を要する仕事の場面では、機能低下が同僚によって
認められる。新しい場所に旅行することは困難。

４．軽度の
アルツハイマー型認知症

夕食に客を招く段取りをつけたり、家計を管理したり、買物
をしたりする程度の仕事でも支障をきたす。

５．中等度の
アルツハイマー型認知症

介助なしでは適切な洋服を選んで着ることができない。
入浴させるときにもなんとか、なだめすかして説得することが必要なこ
ともある。

６．やや高度の
アルツハイマー型認知症

不適切な着衣。入浴に介助を要する。入浴を嫌がる。
トイレの水を流せなくなる。失禁。

７．高度の
アルツハイマー型認知症

最大約６語に限定された言語機能の低下。理解しうる
語彙はただ１つの単語となる。歩行能力の喪失。着座能力
の喪失。笑う能力の喪失。昏迷および昏睡。
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都道府県公安委員会提出用の診断書の例
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