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第１章 調査研究事業の概要 

本調査研究事業では認知症の人のうち入院が必要な人、必ずしも必要でない人の両方を

対象とすることや、認知症という疾患の特性から疾患そのものだけでなく介護サービスを

含めその人を取り巻く環境を重視した上での検討が必要であることから、以降、本報告書

においては、明らかに入院している場合を除き「認知症患者」でなく「認知症の人」と表

記する。 

 

1.調査研究の背景 

世界に類を見ない高齢化が進む我が国において、認知症の人にどの様に対応し、どの様

に支援していくかは極めて重要な課題である。 

認知症の人は増加してきただけでなく将来的には更なる増加が見込まれており、それに

伴い精神科病院に入院している認知症の人も増加し続けている。しかし、入院する認知症

の人の中には、居宅や通所・施設での介護サービス等の支援環境があれば、必ずしも入院

治療を行わなくても地域社会で生活できる人が少なからず含まれているのではないかと考

えられている。 

厚生労働省では「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域

の良い環境で暮らし続けることができる社会の実現」1を目指しており、こうした「条件さ

え整備されれば入院治療を行わなくても良い人」は、できる限り地域で暮らせることが望

ましい。このような人々の退院やこのような人々が入院することなく地域で生活すること

が実現されれば、認知症の人自身の生活への満足度が向上するだけでなく、住み慣れた環

境で過ごすことそのものが認知症の治療上もプラスであるとされており、さらには限りあ

る医療資源が有効に活用されることにもつながるものと考えられる。 

厚生労働省が発表した「認知症施策推進 5 か年計画（オレンジプラン）」では、平成 25

～29 年度の計画として、「1.標準的な認知症ケアパスの作成・普及」「2.早期診断・早期対

応」「3.地域での生活を支える医療サービスの構築」「4.地域での生活を支える介護サービ

スの構築」「5.地域での日常生活・家族の支援の強化」「6.若年性認知症施策の強化」「7.

医療・介護サービスを担う人材の育成」という 7 つの取組の柱を立て、それぞれに具体的

な数値目標等を掲げて、推進することとしている。このうち「3.地域での生活を支える医

療サービスの構築」では、「精神科病院に入院が必要な状態像の明確化」として、平成 24

年度以降、調査研究を実施することとなっている。 

 

                         
1 厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチーム「今後の認知症施策の方向性について（平成２４年６月１８日）」p.2【今後目指す

べき基本目標－「ケアの流れ」を変える－】 
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2.調査研究のねらい 

2.1.問題意識 

現在、認知症の人のうちどの様な人に精神科病院への入院が必要（あるいは不要）なの

か、また退院可能（もしくは不可能）かという判断は、純粋な医学的判断だけでなく、入

院せずに（あるいは退院後に）受けられる支援等を含めた社会的要素も含め、精神科医が

判断しているものと想定される。 

しかし、こうした判断は、本来、地域での介護サービスの提供状況を十分に踏まえて為

されることが不可欠であるものの、医療関係者が最新の介護サービス提供状況を常時把握

しておくことには困難が伴う。また、介護サービス側でも、どこまでならば認知症の人を

介護サービスでカバー可能（もしくは不可能）なのかを判断した上で、医療との連携を含

め検討が求められる。 

これらを踏まえると、認知症の人のうち精神科病院への入院を前提とせず、地域で生活

できる人を増加させるためには、「精神科病院に入院が必要な認知症の人の判断基準＝どの

ような人は入院が必要なのかという病態像」が明確化され、かつ医療関係者と介護関係者

との間で共有されなければならない。 

 

2.2.問題意識に基づく、本調査研究のねらい 

1 に示したように、「認知症施策推進 5 か年計画（オレンジプラン）」において調査研究

の実施を計画されていたことから、本年度の老人保健健康増進等事業の公募テーマとなり、

調査研究に着手することとなった。 

2.1 に示した問題意識を踏まえ、本調査研究では、精神科病院への入院を前提とせず、

認知症の人ができる限り地域での生活を継続していけるようにするために、医療関係者と

介護関係者で認識を共有できるような「認知症の人のうち精神科病院への入院が必要な病

態像」及び「認知症の人の地域・在宅生活継続を可能とするための支援条件および家庭環

境状況」の明確化に向け、まずは関係の有識者や医療・介護従事者等から成る研究会を立

ち上げ、議論・検討を深めることを主なねらいとした。 
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3.事業内容 

3.1.研究会の設計・準備 

(1) 研究会設置による検討の推進 

「精神科病院に入院が必要な認知症の人の判断基準＝どのような人は入院が必要な

のかという病態像」の明確化には、純粋な医学的判断だけではなく、地域で受け止めら

れる環境・状態等の社会環境要因に大きく左右されることから、精神科医だけではなく

在宅での訪問診療を行う医師等の医療関係者に加え、介護関係者との認識の共有が不可

欠である。 

そのため、本調査研究において、医療関係者や医学系学会の代表者等のみにより調

査・検討を進め病態像を整理する進め方では、病態像の把握や、各地域での共有が十分

には行い得ないものと考えられる。 

以上から、医療関係者や介護関係者が一堂に会し、問題意識や目指すべきゴール（精

神科病院に入院が必要な認知症の人の病態像の明確化）の共有と、それらを踏まえた積

極的な議論により検討・整理を進める方法が最適かつ必要であると考え、各界を代表す

る関係者を委員とする研究会を設置することとした。 

また、研究会ではバランス感のある議論となるよう、医療・介護関係者の代表のみで

はなく有識者として学会の代表や学識経験者、患者や家族等の意見を代弁できる立場の

方等にも加わって頂くことが適当と考え、委員選考を行った。 

 

(2) 研究会の設置準備 

(1)を踏まえ、研究会の趣旨・委員構成等を設計、設置要綱として整理すると共に、

各委員に就任要請、及び日程調整等を進めた。 

各界の関係者を網羅することに腐心した結果、委員数が 18 名と多数になったことか

ら開催日程の調整には時間を要し、また空き日程が揃わず難航した。 

併せて、会場や設備等の手配も進めた。本調査研究は多くの国民の関心事でもあり、

オープンな場で議論し整理していくことが望ましい姿であることから、研究会を傍聴可

とし、報道関係者や本調査研究テーマに関心を持つ一般の方においても討議に触れられ

るよう図った。このため、ある程度傍聴可能な規模で、かつ委員・傍聴者にとってアク

セスの良い会場の確保が必要となった。 

加えて、傍聴を募ることとなったことから、研究会の開催について、弊社ホームペー

ジの厚生労働省内の記者クラブへの投げ込み等により広く告知し、併せて傍聴受付手続

も弊社ホームページにて実施した。 

 

(3) 研究会の検討内容設計 

(1)により、関係者による議論を調査研究の核とすることとしたことから、研究会に

おける議論の進め方の設計等が非常に重要となった。 

設計に当たっては、研究会の委員数が多いことから各委員が消化不良とならず十分な

発言・議論を可能とすること、今年度内での議論の着地点の想定、そして調査研究事業

の期間内での研究会の開催可能回数、等を総合的に勘案したが、(2)に示したように委

員数が多いことによる日程調整の難航に最も大きく影響を受け、何度かの設計変更を余

儀なくされた。 
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最終的には、立場や専門性・経験も異なる多数の委員が、それぞれ認識している課題・

論点等を自由に挙げて頂き、今後「精神科病院に入院が必要な認知症の人の病態像」の

明確化に向けて必要となる課題・論点等の可視化・共有化を今年度内での議論の着地点

とし、それに向け、可能な限り意見を引き出せるように進行方法を設計した。 

このため、研究会では事務局等からの説明等の所要時間を極力減らすと共に、事務局

から何らかの方向性の案を提示したり、議論を誘導したりするのではなく、委員による

十分なディスカッションの時間を確保すること、また特定の委員のみが長時間の発言時

間を占める事態を避けるため 1回あたりの発言時間の上限を設け、多くの委員に複数回

発言を頂く進行ルールを設定し座長・委員に協力頂くこととした。 

 

(4) 資料準備 

(3)の設計に基づき、当日用いる資料構成を設計、配布資料を準備した。(3)の考え方

から、議論を始める上で認識・出発点を共通化するための、最低限の基礎的な情報提供

に留めることとし、既存統計資料や推進中の施策・計画等基本的には説明を省いた参考

資料とした。 

 

3.2.研究会の開催 

3.1.(3)に示した設計に沿って、座長のスピーディかつ的確な司会進行により、委員数に

比べると限られていると言える時間内で、全ての委員から、多数のご意見・ご指摘・ご提

案等が活発に挙がった。 

研究会の設置要綱では、主な論点として、 

(1)精神科病院における入院治療を必要とする病態像 

(2)認知症の人の地域・在宅生活継続を可能とするための支援条件および家庭環境状況 

の 2 点を挙げているが、これら論点からも明らかなように、この問題は純粋な医学的見地

からのみの問題ではなく社会的な要因も含まれた問題であることから、議論の前提として

「なぜ精神病床の在院日数が長いのか」を一般の方々にも理解できるように解き明かすこ

と、そのためには医学的・社会的等多様な見地からの議論の整理が必要と言うことを共通

の出発点とし、各委員による専門的・実践的かつ幅広い見地からの議論を通じて今後認識・

見解等の集約を図っていくこととなった。 

 

3.3.研究会の開催結果のとりまとめ、情報公開 

3.2 にも示したように、研究会では、3.1.(3)の設計通り、多くの委員から多数の意見が

挙がったことから、これら議論の過程について取り纏めを行った。 

取り纏めにあたっては、議論の過程を誤解無く共有できるよう、要旨ではなくほぼ全文

に近い形で議論を忠実に再現することとした。 

また、取り纏め結果については、3.1.(2)の考え方に基づき、課題・論点・成果等を関係

の方々、一般の方々と広く共有するため、発言者への内容確認・修正等を経て、弊社ホー

ムページでの公開を予定。 
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3.4.今後検討すべき事項の整理 

3.2 にも示したように、研究会では、3.1.(3)の設計通り、多くの委員から今後議論して

いくべき課題・論点等が多数挙がった。これら課題・論点等について、今後検討を進める

事項として整理した。 
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4.実施経過 

3 に示した内容を次のスケジュールで実施した。 

 

 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

研究会の設計・準備      

研究会の設置準備 

（委員日程調整、会場手配等） 

     

研究会の検討内容設計      

資料準備      

研究会の開催      

開催結果のとりまとめ、情

報公開 

     

今後検討すべき事項の整

理 
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5.調査研究の体制 

 

【研究会】 

以下のメンバーを委員とする「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関す

る研究会」を設置し、議論を進めた。 

 

№ 委員氏名 所属団体 備考 

1 新井 平伊 公益社団法人 日本老年精神医学会  

2 石田 光広 (稲城市役所)2 自治体関係者有識者

3 岩尾 貢 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会  

4 大内 尉義 社団法人 日本老年医学会  

5 大島 伸一 独立行政法人国立長寿医療研究センター 座長 

6 鴻江 圭子 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会  

7 齋藤 訓子 一般社団法人 全国訪問看護事業協会  

8 助川 未枝保 一般社団法人 日本介護支援専門員協会  

9 髙見 国生 公益社団法人 認知症の人と家族の会  

10 筒井 孝子 (国立保健医療科学院) 学識者 

11 内藤 圭之 公益社団法人 全国老人保健施設協会  

12 新田 國夫 一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会  

13 野澤 和弘 (株式会社 毎日新聞社) 報道関係有識者 

14 松谷 有希雄 国立保健医療科学院 副座長 

15 三上 裕司 社団法人 日本医師会  

16 宮島 渡 全国小規模多機能居宅介護事業者連絡会  

17 森 啓 日本認知症学会  

18 山崎 學 公益社団法人 日本精神科病院協会  

（五十音順 敬称略） 

 

【研究会事務局・調査研究実施機関】 

株式会社 富士通総研 

                         
2 所属団体に（ ）がついているものはその団体の代表としての委員でなく、個人有識者として委員を委嘱したものである。 
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第２章 調査結果 

1.研究会の実施結果 

研究会は、以下のとおり実施した。 

 

1）日時 平成 25 年 3 月 22 日（金）10:00～12:00 

2）会場 霞山会館 霞山の間（東京都港区虎ノ門） 

3）出席者 委員 16 名（欠席 2名、代理出席者 1名含む） 

オブザーバー8名 

傍聴（報道機関を含む）約 40 名 
委員 
石田 光広 稲城市役所 福祉部長 
岩尾 貢 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 副代表理事 
大内 尉義 社団法人 日本老年医学会 理事長 
大島 伸一 
[座長] 

独立行政法人 国立長寿医療研究センター 総長 

鴻江 圭子 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 副会長 
宮崎和加子 
(齋藤委員代理) 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 事務局次長 

髙見 国生 公益社団法人 認知症の人と家族の会 代表理事 
筒井 孝子 国立保健医療科学院 統括研究官 
内藤 圭之 公益社団法人 全国老人保健施設協会 副会長 
新田 國夫 一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会 会長 
野澤 和弘 株式会社 毎日新聞社 論説委員 
松谷 有希雄 
[副座長] 

国立保健医療科学院 院長 

三上 裕司 社団法人 日本医師会 常任理事 
宮島 渡 全国小規模多機能居宅介護事業者連絡会 副代表 
森 啓 日本認知症学会 理事長 
山崎 學 公益社団法人 日本精神科病院協会 会長 
オブザーバ 
原 勝則 厚生労働省老健局長 
関山 昌人 厚生労働省老健局 認知症施策総合調整官 
重藤 和弘 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課長 
勝又 浜子 厚生労働省老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室長 

4）議事 

1.開会 

2.挨拶 

3.議事 

(1)認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方について（討議） 

4.閉会 
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2.研究会における議論 

研究会における、各委員による意見等は次の通り。 

 

2.1.開会 

○事務局 定刻になりましたので、只今から第 1 回「認知症の人の精神科入院医療と在宅

支援のあり方に関する研究会」を開催させて頂きたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、年度末の大変お忙しい中、お集まり頂きまして、大変

ありがとうございます。また、委員にご就任頂きましたこと、重ねて御礼申し上げます。 

私、座長にバトンタッチするまでの間、進行役を務めさせて頂きます、富士通総研の東と

申します。どうぞ宜しくお願い致します。 

 ところで、お手元のマイクの使い方ですが、ボタンを押してからお話頂き、終わったら

ボタンを押して切って頂くという形になってございますので、以降のご発言ではご協力を

頂ければと思います。宜しくお願い致します。 

 

 早速で恐縮ですが、まずは配付資料の確認をさせて頂きたいと思います。 

 お手元にお配りしております資料、クリップ止めになってございますが、1 枚目が「議

事次第」でございます。その次が出席者名簿と座席表、表裏になってございます。次が資

料 1「設置要綱」でございます。次が資料 2「今後の予定（案）」でございます。次が参考

資料 1「認知症の人の精神科入院と在宅支援の現状について」でございます。次が参考資

料 2「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 第 2R：認知症と精神科医

療 とりまとめ」でございます。次が参考資料 3「今後の認知症施策の方向性について」

でございます。最後が参考資料 4でオレンジプランの概要でございます。 

 以上になります。資料の過不足等がございましたら、今お持ち致しますが、宜しゅうご

ざいますでしょうか。 

 

 それでは、本研究会についてご説明させて頂きたいと思います。お手元の資料 1「設置

要綱」の趣旨にございますように、昨年 9 月発表の「認知症施策推進 5 か年計画」におい

て、地域での生活を支える医療サービスの構築の一環と致しまして、今年度から「精神科

病院に入院が必要な状態像の明確化」の調査・研究の実施というものが示されてございま

す。こちらを受けまして、精神科病院における入院が必要な病態像を明らかにすると共に、

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし

続けるという考え方に基づきまして、認知症の人の精神科入院医療と在宅における支援の

あり方について議論を進めていく必要があると考え、今年度の老健事業において、この研

究会を設置させて頂いております。 

 この研究会では、要綱の「主な検討事項」にお示ししておりますが、精神科病院におけ

る入院が必要な病態像、認知症の人の地域・在宅生活の継続を可能とするための支援条件

及び家庭環境状況について、委員の皆様に議論を頂きまして、今年中の取り纏めを目指し

て進めて参りたいと考えておりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 初めに、委員の皆様方の御紹介に入らせて頂きたいと思います。 

 なお、ここから議事に入りますので、これ以降の写真撮影は御遠慮頂ければと思います。 
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 お手元の資料 1 の裏面に委員の名簿がございます。また、別途お配りしてございます、

本日の出席者の皆様方の名簿と座席表も併せて適宜御覧頂きながら、御紹介を進めて参り

たいと思います。 

 それでは、五十音順で敬称略で申し訳ありませんが、御紹介させて頂きます。 

 公益社団法人日本老年精神医学会理事長の新井平伊様でございます。なお、新井様は、

本日は残念ながら御欠席の連絡を頂戴しております。 

 稲城市福祉部長の石田光広様でございます。 

 公益社団法人日本認知症グループホーム協会副代表理事の岩尾貢様でございます。 

 社団法人日本老年医学会理事長の大内尉義様でございます。まだお見えになっていませ

んが、御出席の予定でございます。 

 独立行政法人国立長寿医療研究センター総長の大島伸一様でございます。大島様には、

本研究会の座長をお願いしております。 

 公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長の鴻江圭子様でございます。 

 一般社団法人全国訪問看護事業協会常務理事の齋藤訓子様でございます。なお、本日は

齋藤様の代理と致しまして、事務局次長の宮崎様に御出席を賜っております。 

 一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長の助川未枝保様でございます。なお、助川

様は、本日、急な御欠席という連絡を頂戴しております。 

 公益社団法人認知症の人と家族の会代表理事の髙見国生様でございます。 

 国立保健医療科学院統括研究官の筒井孝子様でございます。 

 公益社団法人全国老人保健施設協会副会長の内藤圭之様でございます。 

 一般社団法人全国在宅療養支援診療所連絡会会長の新田國夫様でございます。 

 株式会社毎日新聞社論説委員の野澤和弘様でございます。 

 国立保健医療科学院院長の松谷有希雄様でございます。松谷様には、本研究会の副座長

をお願いしております。 

 社団法人日本医師会常任理事の三上裕司様でございます。 

 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会副代表の宮島渡様でございます。 

 日本認知症学会理事長の森啓様でございます。 

 公益社団法人日本精神科病院協会会長の山崎學様でございます。 

 

2.2.挨拶 

○事務局 それでは、座長の大島様と副座長の松谷様より、御挨拶を頂戴できればと思い

ます。宜しくお願い致します。 

○大島座長 座長を務めさせて頂きます大島でございます。これからの議論につきまして

は、委員の皆様方のご協力を得まして円滑に進めたいと思っております。社会的な注目度

の非常に高いテーマですので、曖昧な議論にせずに、一体何が問題なのかということをき

っちりと答えを出していきたいと思いますので、宜しくお願い申し上げたいと思います。 

○松谷副座長 副座長を仰せつかりました松谷でございます。宜しくお願い申し上げます。

大変大事なことを討議するこの会をまとめていく大島座長のお助けをしたいと思っており

ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

○事務局 ありがとうございました。 

 本日はオブザーバーとして本研究会のテーマに関連する厚生労働省の職員の皆様も御出

席頂いておりますので、併せて御紹介させて頂きたいと思います。 
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 厚生労働省老健局長の原勝則様でございます。 

 老健局認知症施策総合調整官の関山昌人様でございます。 

 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長の重藤和弘様でございます。 

 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長の勝又浜子様でございます。 

 せっかくの機会でございますので、原様より、一言、本研究会に期待されること等も含

めて御挨拶を頂戴できればと思います。お願い致します。 

○原オブザーバー 皆様におかれましては、大変お忙しい中、この研究会の委員として御

参集頂きまして、心より御礼を申し上げます。医療介護を初め各分野の有識者の方々にこ

うしてお集まり頂いたこと、本当に私共心強く思っております。また、介護保険、高齢者

保健福祉行政の推進につきまして、皆様方には日頃から大変御協力、御理解を賜っており

ますことも、併せましてこの場で御礼を申し上げたいと思います。 

 御案内のように、我が国は今、高齢化の進展に伴いまして、認知症の高齢者の方々の数

も大変増えているということで、大きな問題になっている訳でございます。残念ながら医

療面では認知症を治せる薬もまだできておりませんし、医療技術も確立していないという

状況です。また、介護の分野でも、認知症というのはこれまでの介護技術あるいは介護保

険制度で十分に対応し切れない面もあるということで、そういう意味では大変難しい問題

ではありますけれども、一方で大変重要な問題であり、国を挙げて取り組んでいかなけれ

ばいけない重要な課題だと思っております。 

 このため私共も、今日の資料にございますように、昨年の 9 月に「認知症施策推進 5 か

年計画」、オレンジプランと呼んでいますけれども、これを策定致しまして、総合的に取り

組んでいくということで、来年度から総力を挙げてやっていきたいと思っております。 

 事務局からも御紹介がありましたけれども、これは 7 つの柱から成っておりまして、参

考資料 4 の 3 つ目の「地域での生活を支える医療サービスの構築」という中で、精神科病

院に入院が必要な状態像の明確化とか、精神科病院から在宅に復帰する場合の支援、そう

いったことが大きな課題としてございまして、これに取り組んでいかなければいけないと

思います。 

 オレンジプランでは、従来の危機が発生してからの事後的な対応というものから、危機

を未然に防ぐ早期事前対応にケアの流れを変えたいということで、私どもは 7 つの施策の

プランを作った訳でございますけれども、今申し上げましたテーマは、ケアの流れを変え

るという意味でも大変重要な柱の一つであると思っておりまして、この研究会の御議論に

大変期待をしているところでございます。 

厚生労働省としましても、できるだけのサポートをしていきたいと思いますので、どう

か委員の皆様方におかれましては、忌憚のない活発な御議論を賜りまして、報告書をお取

り纏め頂ければと考えている次第でございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

○事務局 ありがとうございました。 

それでは、議事に入りますので、以降の進行につきましては大島座長にお願いしたいと思

います。 

 

2.3.議事 

○大島座長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 この研究会が設置された背景については、今、原局長から社会的な状況等についてお話

がありました。入院基準等について相当具体的な目標が出されていますが、ちょっと考え
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てみると、入院基準というのは、普通であれば専門家が考えることじゃないか、専門家が

考えて、こういう基準で認知症というのは入院治療を行うべきだろうというふうに出て来

るのが医療の場では普通のパターンですが、認知症に限って、わざわざこういう研究会を

設置しなければならなかった背景というのは一体どうなのかと考えてみますと、どうも認

知症については――認知症だけと言っていいかどうかわかりませんが、そう単純な話で片

がつく問題ではない。単に医学的な問題だけではなく社会的な要因等が相当複雑に絡み合

っている話である。従って、いわゆる医学の専門家の場の中で結論を出しても、それがき

ちんと有効に実現できるような形で進んでいくかどうかを考えると、どうもそう簡単に割

り切って言えるようなものではないということが推察されると思います。 

 今日は第 1 回目ですので、一体何が問題なのかということ、恐らく今日御参加頂いた委

員の頭の中には随分整理されていると思いますが、この場の中で共通の基盤、一体何が問

題なのかということをきちんとお互いに了解をして、この委員会が一体どこをゴールにす

るのかというようなことについて共通認識を持つ場にしたいと思います。 

 ということで、本当に御自由に御意見を伺いたいと思いますが、その前に、議論をして

いく上で、基本的な資料なり状況なりについて、これも共通に理解した上で議論を進めて

いく必要がありますので、その背景等について厚労省から御説明を頂ければと思います。 

 

○説明者 厚生労働省の堀部でございます。私から、認知症の人の精神科入院医療と在宅

支援の現状及び施策の状況等につき、簡潔に御説明させて頂きます。資料は、参考資料 1

「認知症の人の精神科入院と在宅支援の現状について」です。皆様もよく御存知の資料が

殆どですので、手短に御説明申し上げます。 

 まず 1 枚目、認知症高齢者数についてです。昨年行った要介護認定データからの推計で

す。認知症高齢者の日常生活自立度はⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ｍというランクがありますが、そ

のうちⅡ以上の方に限っても、2010 年の 280 万人が 2025 年には 470 万人に増加すると推

計されております。 

 めくって頂きまして、そのうち申請時の居所を見て頂きますと、半数が御自宅、残りの

半数が御覧のような所で様々なサービスを受けるなりしていらっしゃいます。 

 次に、認知症で外来を受診していらっしゃる方の数も、主にアルツハイマー病を中心に

して、どんどん増加しております。 

 めくって頂きまして、3 枚目ですが、骨折とか肺炎とか別な病名で入院した方は当然も

っとたくさんいらっしゃるわけですが、認知症疾患を主傷病名とする入院患者様も増加し、

平成 23 年で 7万 7,800 人、うち 5 万 3,400 人が精神病床に入院しているということです。 

 次に、平均在院日数はどうかというと、一般病床では 40～60 日、精神病床では 300 日内

外というデータがございます。 

 めくって頂きまして、線グラフの青が認知症の方が多く入院していらっしゃる認知症疾

患治療病棟、赤が精神病床全体ですが、認知症疾患治療病棟では、入院後 1年経っても 38％

の方が退院できないという調査がございます。 

 次に、認知症による精神病床入院患者の退院可能性と理由です。これは平成 19 年に行わ

れた研究で、精神病床入院中の患者様のうち半数の方が、状態の改善が見込まれるので居

住先・支援が整えば近い将来（6 カ月以内）に退院が可能になるというデータがございま

す。 

 めくって頂きまして、平成 22 年から 23 年にかけまして、新たな地域精神医療体制の構
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築に向けた検討チーム第 2 ラウンドの中で追加調査が行われました。そもそも入院してい

らっしゃる方はどうして入院されたかということについて、円グラフの青い所、「精神症

状・異常行動が著明となり、在宅療養や介護施設等での対応が困難となったため」という

方が 72％、4人中 3人というデータがございます。 

 先程、支援が整えば帰れるというグループがありました。これは母集団は違いますが退

院の可能性がないという方の理由はどういうことか。1 割程が、自傷・他害及び大声を出

すという方。3割程が、それ以外の迷惑行為を起こす可能性が高い方。次に、7番の精神症

状・異常行動を伴うため、入院による身体合併症の医療ケアが必要なために帰れない。こ

のような内訳が追加調査の中で判明しております。 

 めくって頂きまして、先程の平均在院日数を、OECD のデータによって諸外国と比べます

と、これは国により計算法の違いはかなりある訳ですが、それにしても日本における認知

症入院期間はかなり長いということがわかります。 

 次に、平成 25 年１月 29 日に、認知症に関する国際動向を把握するため、認知症国家戦

略を既に打ち出したイギリス、フランス、オーストラリア、デンマークから政策関係者を

招聘して、「認知症国家戦略に関する国際政策シンポジウム」が日本で開催されました。理

念的にも戦略的にもかなり共通するところがあって、その中でも「認知症の人の思いを尊

重し住み慣れた地域での生活の継続を目指す」という基本理念は、我々としても非常に共

感するところがございました。 

 1 枚めくって頂きまして、では、どのように支えているのか。ここに挙げたのはデンマ

ークにおける例ですけれども、例えば、認知症コーディネーターという者を 5 万人の町に

2 人ほど置いて、医療の面でも、地域高齢者精神医療班というものが病院内にいて、それ

がホームドクターをサポートし、必要に応じて認知症コーディネーター及び介護職員、地

域をつないで認知症の方を支えていくというネットワークがデンマークでは作られており

ます。 

 次に、我が国におきましても、認知症疾患医療センター運営事業というものがございま

す。これは主に総合病院の基幹型及び地域型の認知症医療に関する中核的病院を設置しま

して、認知症医療及び医療連携の中核として機能させるというものでございます。 

 1 枚めくって頂きまして、我が国における介護保険サービスの推移です。事業者数、受

給者数、共に整備が進んでいて、特に地域密着型サービスを中心に伸びが続いているとこ

ろであります。 

 めくって頂きまして、地域包括ケアシステムについてです。これは住まい・医療・介護・

予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを実現するというもので、こ

れらの理念に則って介護サービス等の整備が行われています。医療との連携の強化、介護

サービスの充実強化、予防の推進、見守り、配食、買物等多様な生活支援サービスの確保

や権利擁護、高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備等 5 つの視点

に沿って取り組んでおります。 

 次に、介護保険法の改正も行われまして、市民後見人の活用、調査研究の推進、市町村

介護保険事業計画の見直し等が行われました。 

 めくって頂きまして、法律の概要は御覧の通りです。 

 その中で、24 時間対応の定期巡回・随時対応サービスとか、複合型サービスとか、新た

なサービス類型も位置づけまして、益々の整備を図っているところであります。 

 次に、先程ちょっと名前が出ました、新たな地域精神医療体制の構築に向けた検討チー
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ム第 2 ラウンドの概要について御説明しています。この中で様々な観点からの議論が行わ

れたところですが、認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化、受け皿や支援の整備

というものがキーワードとして挙げられています。 

 めくって頂きまして、具体的な目標値ですが、退院に着目したものとしては、50％が退

院するまでの期間を現在の入院から 6 ヶ月から 2 ヶ月に大幅に短縮しようという数字が挙

げられている他、入院に着目した目標値についての議論もあったようです。例えば、1 つ

目の●の真ん中あたり、「入院が必要な人の状態像の明確化」というものも、この時から議

論されているところです。 

 次に、昨年取り纏めました、「今後の認知症施策の方向性について」の概要です。これは

先ほど局長からも話がありましたように、事後的な取組を事前的な取組に変えていくとい

う観点から、「標準的な認知症ケアパスの作成・普及」、「早期診断・早期対応」、「地域での

生活を支える医療サービスの構築」、「地域での生活を支える介護サービスの構築」、「地域

での日常生活・家族の支援の強化」、「若年性認知症の特性に配慮し、支援のためのハンド

ブックを作成、配布すると共に、本人や関係者等が交流できる居場所づくりの設置等を促

進する」、「認知症の人への医療・介護を含む一体的な生活の支援として『認知症ライフサ

ポートモデル』を策定し、これらを踏まえ医療・介護サービスを担う人材を育成する」、こ

のような 7つの柱を掲げたところでございます。 

 めくって頂きまして、それに関して、認知症の人に対する医療及び介護の問題点部分を

抜粋したものです。認知症の人に対する医療の問題点としては、「入院が必要な状態像の明

確化については、今後、医療従事者、介護関係者を含めた有識者等により十分な調査、研

究を行うなど、コンセンサスの形成に努める」と掲げております。 

 次に、これらを基にして、「認知症施策推進 5 か年計画（オレンジプラン）」というもの

を昨年発表致しました。先程の 7 つの柱に則って具体的な数値目標等を掲げたものでござ

いますが、3 番の「地域での生活を支える医療サービスの構築」の中に「精神科病棟に入

院が必要な状態像の明確化」というキーワードがありまして、平成 24 年度以降、調査研究

を実施して頂きたいという言葉が入っています。今回の研究会は、これを受けて行われて

いるものでございます。 

 以上です。 

 

○大島座長 それでは、各委員から御意見を伺いたいと思います。できるだけ全員の方か

ら御意見を伺いたいと思いますし、意見交換のような形になるのが望ましいので、1 回の

発言を 2～3分以内位に止めて頂いて、活発な御議論を頂ければと思います。 

○山崎委員 まず最初に、この研究会の名称が「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援

のあり方」となっていますが、どうして「認知症の」あるいは「認知症患者の」というこ

とにならないで「認知症の人の」と「人」が入ったのかがわかりません。精神科に入院し

ている数が約 5.2 万人で、一般科に入院している数は大体 2.5 万人位ですけれども、精神

科入院だけを問題にして、一般科に入院している患者さんについての入院基準とか地域移

行の問題は考えなくてもいいのかというのが 1点です。 

 もう 1 つは、今日の参考資料 1 の 5 枚目に認知症入院患者の平均在院日数が出ています

が、一般病院の平均在院日数が少なくなっています。私の所に来る患者さんは、「うちの病

院は 3 ヶ月しか入院させないんだから他へ行ってくれ」と言われて一般病院を 3 ヶ月位で

追い出されて、精神症状があって入院してくる患者さんがいる訳です。入院制限をつけて
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いる病院は平均入院日数が短くて当たり前で、精神科病床については 3 ヶ月で追い出すよ

うなことはしてないので結果として入院期間が長くなるという問題があると思います。 

 それと、8 枚目の資料ですが、入院の理由として、精神症状や異常行動が著明な患者さ

んが 72％、身体合併症プラス精神症状で一般の医療機関では診られないが 12％、急性疾患

の症状は安定したけれども精神症状があるが 9％で、この 3 つを合計すると 91％になりま

す。今回の研究会の主題に入っている精神科入院について適切な基準がないということで

すが、こういう症状がはっきりしていて、精神科医が診察して入院させているのに、どう

してこれをもって適切な基準がないと言うのか。 

 関連して言うと、参考資料 3 として付いている「今後の認知症施策の方向性について」

の中で、認知症の人の精神科病院への入院基準がないこともあり、ふさわしくない患者さ

んが精神科に長期入院しているという文章があって、こういうことになるのだと思います。 

精神科病床は、判っている人は判っていると思いますが、精神保健福祉法という法律が

適用され、一般病床は医療法が適用されています。つまり基本的に全然違う法律で縛られ

ています。精神科病床は、精神保健福祉法で、患者さんの人権に配慮した形できちんと診

察して処遇しなさいということになっていて、入院する時にも、措置入院、応急入院、医

療保護入院、任意入院という 4 つの入院方法を患者さんの状態に応じて適切に適用しなさ

いと法律で決められているのに、入院基準がないとか、とんでもないことが政府の公式の

文書に書かれるというのは理解できないと思います。 

○大島座長 非常に根本的な部分の御質問ですので、国の方から答えて頂けますか。 

 まず最初に、なぜ「認知症の人」と「人」をつけたのか。「認知症」あるいは「認知症の

患者」ではなぜいけないのかということが１つです。 

○関山オブザーバー 1 点目ですが、「患者」という見方ではなく「人」というものに着目

致しましたのは、何も病気を持っているということにのみ囚われることなく、在宅という

生活面を考えるならば、全般的な視点でこの様な方々について御議論して頂いた方が宜し

いのではないかということであります。 

 2 点目の、精神科医療だけで、なぜ一般の医療機関も入ってこないのかということであ

りますけれども、その理由としては大きく言えば 2点あると思います。 

まずは精神科病院における今までの認知症に対する取組の重要性、そして、退院できな

い状況が非常に多いという問題であります。本来、精神科病院の機能があるにもかかわら

ず、その利用状況が若干問題になっているということであります。また、諸外国の状況、

特に欧州の精神科病院との対比からいっても、精神科病院の入退院については非常に御議

論の対象になるのではないかということ。 

 それから、精神科医の方々は、認知症についての取組については他科の診療科よりも非

常に専門性を持って取り組まれてきたという経緯から、精神科病院と在宅との関係の中で

問題点を整理していこうということであります。 

 議論の進め方としては、一般の医療機関も来て頂いて議論するというやり方があります

が、それは問題をワンポイントに絞らないで複数の問題になってくる。やはり重要な精神

科病院の問題を整理して、そこに集中して地域における問題も解決していく。一点集中全

面展開といった議論の進め方もあるのではないか。 

 大きく言えば、こういった 2点から、取り上げさせて頂きました。 

 それから、入院はきちんと理由を持ってやっているということでありますが、退院があ

っての入院であります。従って、先程資料の 7 ページでデータが示されておりましたが、
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支援が整えば退院可能性のある方が大半を占めているという状況があります。この様な状

況も踏まえて、精神科病院と他の機関とのきちんとした連携推進体制をとるためには、病

像の明確化を関係者の間で周知徹底して頂く必要がある。こういった点等を踏まえながら、

議論をされてきたということでございます。 

○大島座長 他の病院から出された患者さんが来ることが多い。従って、入院期間も長く

なって当たり前ではないか、こういう御意見だったと思いますけれども、それに対しては。 

○山崎委員 今、精神科病院の認知症外来あるいは物忘れ外来に来る患者さんには 2 つあ

ります。1 つは、本人や家族が認知症ではないかということで診断して欲しいという患者

さんです。もう 1つは、明らかに BPSD を発症していて、これの治療が必要な患者さんです。

BPSD を発症した患者さんであっても、外来で治療が可能なのか、入院治療が必要なのかと

いう事を、外来で診察したときに考える訳です。従って、BPSD を外来で治療できない患者

さんについては、当然入院で治療することになります。 

 もう 1つは、多くの総合病院、国公立の大学病院を含めて、一般の医療機関では BPSD 対

応が全くできないという現状があります。ちょっとでも BPSD が出ますと、看護師さんから

「先生、精神科に紹介して」と言われることもありますし、逆に、主治医がこの患者さん

は自分たちの治療の範疇ではないということで精神科病院に紹介するケースが非常に多い

と思います。 

 もう 1つ困るのは、新規の BPSD で入っている患者さんの 3割位は、地域のかかりつけの

先生が診察していて、過剰な抗精神病薬投与で意識障害のせん妄状態をつくったのを BPSD

と勘違いしてしまって紹介してくるというケースがあります。したがって、我々精神科病

院が、今、現場でしていることは、入院するとまず点滴をして、飲んでいる薬を抜くこと

から治療が始まるのです。従って、地域のかかりつけ医の先生方のスキルアップをもう少

ししてくれないと問題は解決しません。 

 精神科病院に対する大きな偏見は、拘束される、大量の投薬、長期入院になるというよ

うなことだと思いますが、拘束に関して言えば、先程もお話したように、精神保健指定医

という専門医がきちんと患者さんを診察して、しかもカルテに書いて、頻回に診察しなけ

ればいけない訳で、スタッフの手間も非常にかかります。従って、必要最低限の拘束に限

定して行っています。また、精神科病院で患者さんに大量に薬を飲ませている病院はない

と思いますし、反対に地域のかかりつけ医の先生が、信じられないような量の向精神薬を

飲ませて、ヘロヘロな状態にして、自分の手に負えなくなった患者さんを紹介して来ると

いうのが現実だと思います。 

○大島座長 今、色々なお話が出てきて、これを全て議論し始めると大変なことになりそ

うなのですが、1 つは、地域のかかりつけ医にかかっていることが、むしろ悪くして、そ

の全体を精神科病院がかぶっているという背景が、より複雑な状況をつくり出しているん

だというようなお話だったと思います。 

 ここで余り医学的な中身の議論を丁々発止とやっても意味のないことで、今日示された

データでも、欧米では入院期間がこんなに短いのに日本では何でこんなに長いのか、これ

が多分社会の一般の疑問だろうと思うんですね。その疑問に対して、今の山崎先生の説明

で納得ができるかどうか。日本はシステムそのものが相当おかしなレベルになっていて、

かかりつけ医のレベルも低いし、医療界全体でこれをカバーしていこうという体制が全く

整っていないから、その皺寄せがみんな精神科病院に来ているんだと。ちょっと極端な言

い方かもわかりませんが、そんな状況があるためにこういう状況が起こっているんだとい
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うような御説明に聞こえたのですが、そういう説明で、なるほどな、これはしょうがない、

欧米では数日の入院で済んでいるけれども日本では 1 年の入院になっている、それはやむ

を得ないなということで皆さん納得して、そうだということでいいのかどうか。社会の疑

問というのは、多分そういう疑問だろうと思うんですね。それぞれの国とか社会の状況に

よっていろんな違いがあるのは当然ですから、そこら辺りについてどうなのかということ

を率直にお話頂ければと思います。もし医学論争をやるのであれば、ちょっと違った場で

やった方が良いという感じがするのですが、如何でしょうか。 

○鴻江委員 精神科病院にも認知症の入院患者さんは多いということですが、老人福祉施

設におきましても、全国老人福祉施設協議会で調査をしてみますと、利用者の 8 割～9 割

が認知症の方々ということです。その中でも認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方が

7割以上を占めています。 

福祉施設では長い間認知症の BPSD に対して医療というより介護で対応してきました。私

事で恐縮ですが、41 年間、施設をやってくる中で、様々な BPSD をお持ちになった方たち

に対応してきましたが、1人として精神科病院に入院するということはありませんでした。

しかし、ここ数年は認知症専門のドクターによる確定診断と薬の微調整をして頂いていま

す。薬の微調整というのは非常に重要で、BPSD の改善の幅が広がるということを実感して

いますし、医療との連携の必要性を強く感じています。 

 ただ、診断や薬の微調整を入院しながらやらなければならないかと申しますと、若干疑

問が残ります。入院の必要と不必要の線引きは非常に難しいと感じています。 

○大島座長 介護のあり方によって、相当部分、入院医療というのが避けられるのではな

いかというお話を頂きました。 

○岩尾委員 私共の認知症グループホームは介護保険の中に位置付けられまして、当時は

唯一、認知症に特化したサービスとして存在した訳であります。認知症に特化している訳

ですから、認知症以外の人はサービスを受けてないということですが、いろいろと認知症

の人たちを見てきますと、やはり部分的に精神医療の力を借りないとどうしようもならな

い部分はあると私は思っています。特に急性期の非常に激しい精神症状を出された人は、

疾病ですから、やはり精神科の力を借りないと、介護の力ではどうにもならない。 

 例えば、せん妄があって水道の蛇口を抜いてガラスを全部割って回るというようなこと

も経験しましたが、私はそういう方は躊躇なく精神科の先生にお願いしました。入院とい

う形をとらざるを得ないということは現実としてありました。 

 ただ、割と早く帰して頂けるんですね。私らから見ると、こういう陽性症状というのは

割と簡単に治めて頂けるんだなと思える位、きちっと治療をして頂いて、大体 1 週間～2

週間位で、治めて戻して貰いました。グループホームから精神科に入るいろんな患者さん

の実態を見ますと、大体 1ヶ月位で治めて帰して頂いているという状況があると思います。

心理的な状況とか行動上の問題というのは、介護の力でどうにでもなるというふうに実際

は考えていまして、いわゆる陽性の精神症状さえ治まれば、できるだけ早く戻して下さい

ということでお願いする訳です。 

その時に、その後、どうやって通院の支援をするかとか、状況によっては家に帰って貰

ったりということもある訳ですから、家族の支援をどの様にするか。それから、訪問体制

をとって貰えるとグループホームでも十分見られるという経験もしておりますので、私は

精神科医療は絶対に必要だと思いますが、極めて限定的に考えてもいいんじゃないかとい

うことは、介護の現場の感覚として思っています。 
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それから、そういう支援をするためには、もう少しソーシャルワークのような機能を持

たないと、環境を整えることがなかなかできない。これができないから、社会的入院とか

色々なことが発生するのではないかと、実感として思っております。 

○大島座長 どうにもならない場合は確かにある。しかし、その場合でも、岩尾さんの所

では入院しても 1～2週間で帰ってくるし、長くても 1ヶ月位見ておけばということで、殆

どは介護の対応でいけるだろうというお話でした。 

○髙見委員 私はこの問題は長い歴史から見ないといけないと思うのです。私も 30 年前に

母親を介護しておったのですけれども、その頃は精神科病院は私達の味方でした。私自身

も、子育てと重なったものですから、妻が 2 人目の出産をする時に、どうしても母を家で

見られない。しかし、母をどこも預かってくれない時に、精神科病院だけが引き受けてく

れたのです。そういう意味では、かつては介護が余りにも大変で在宅で介護ができない、

どこも見てくれない、誰も助けに来てくれない時に助けてくれたのが精神科病院だったの

です。それで私たちは、今、社会で言われるほど、精神科病院あるいは精神科に嫌悪感は

持っていません。味方だったと思っています。 

 ただ、かつては認知症に対する理解が少なかったものですから、介護が大変だから預か

って貰うということだったのです。その時には社会的にも医学的にも、認知症に対する理

解は低かったし、ケアの技術も今と比べると非常に水準は低かった訳です。しかし、それ

以後、認知症に対する理解が進んできて、介護のケアの人たちも随分腕を上げてきまして、

昔は家で看られなかったけれども、今でしたら家とか施設で看られるという状況が出てき

ています。 

 この様に状況が変わってきた中での精神科病院あるいは精神科のあり方が、今問われて

いるように思うのです。本当に病気の部分で、どうしても精神科入院が必要なのか。ある

いは、私のように妻が出産するから家で看られないので精神科病院で看てもらったのは、

病気というよりも家族の都合です。病気そのもので入院が必要な場合と、家族の都合で入

院が必要な場合がある。家族の都合で入院が必要な場合は、入院をなくしていくというこ

とが必要です。残るのは、病気として、どうしても精神科病院に入院させないとどうにも

ならないというのはどういう時期なのか。そして、どういう状況になったら帰ってこられ

るのか。 

 私らが認知症の人を見ていると、どんな症状だって、必ず治まっていきます。徘徊して

困った人がいても、徘徊は必ずしなくなります。本当に症状が大変な時に、確かに精神科

で受けて貰って治療をするけれども、治まった時には帰ってこられると思うのです。その

期間がどれ位が適切なのかというところが、この委員会で議論していかなければならない

問題だと思います。そういう意味では、精神科の人たちを一方的に悪く言うということで

はなくて、今の状況の中で精神科がどうあるべきかということを考えることが必要だと思

います。 

 一方、私達から見ていると、精神科の関係者の人たちが、世の中が進んでいる程認知症

に対する理解を進めてきたかという疑問は少し残っています。これは必ずしも精神科だけ

ではなくて医療一般、例えば、総合病院でも、ちょっと BPSD が出ると出て行ってくれとか、

一般病院でも受け入れてくれないとか、こういうことはたくさんありますから、医療界全

体が認知症についてもっと理解してくれないといけないという面もあると思っています。 

○大島座長 医学的理由と社会的理由と言っていいのでしょうか、社会的入院というのが

ありますが、それはきっちりと分けて考えなければいけない状況に来ているだろう。その
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区別が医療側にないとまでは言わないけれども、少し遅れているのではないかというご指

摘ですけれども、山崎委員、社会的入院ということが昔は圧倒的に多かったというような

発言が家族の会からありましたけれども、いかがでしょうか。今はそういうのはもうなく

て、円グラフを見ると、殆ど医学的理由ですね。 

○山崎委員 私の病院でも、認知症疾患治療病棟がありまして、先日も老健局が見学に来

て頂いたのですけれども、やはりとても大変な患者さんが長期入院になっているのです。 

 もう 1 つ、認知症を語る場合に、一般の若い人の内科疾患と違って、進行性の脳の変性

疾患ですから……。 

○大島座長 私の質問に答えて頂けますか。社会的入院と医学的な入院とはきっちり区別

すべきだというふうに……。 

○山崎委員 そういう訳ですし、退院する患者さんについては、ちゃんと病棟に PSW とい

うソーシャルワーカーを配置してあって退院させています。 

○大島座長 昔はどこも引き受けてくれる所が無い時に精神科病院が引き受けてくれて非

常にありがたかったというところからお話が始まって、今はいろんなケアのレベルが上が

ってきたから、社会的入院というのは相当部分減っているのではないか。そして、医学的

な理由に基づいてきちんと対応して頂くというのは精神科としては当然やって貰わなくて

はいけないことだけれども、そこの区別がちょっと曖昧になっているのではないかという

ような御指摘があったのですが、今はいわゆる社会的入院と言われるものは殆ど無くて医

学的な入院だけなのか、まだ結構あるのか、そこの所だけを伺いたいのですが。 

○山崎委員 社会的入院の患者さんは、現在でもいると思います。というのは、施設や家

族に引き取ってくれと言っても、家族側もとても引き取れない。個人的な理由があって、

さんざん若いときに泣かされて苦労させられた夫がボケたからといって、私がどうして見

なければいけないかという介護放棄をしてしまうような家族がいらっしゃったりします。 

○大島座長 頻度は如何でしょうか。そんなに多くはないんですか。 

○山崎委員 あるけれども、今、社会的入院というのは、要するに、施設待ちの患者さん

というのは、全入院の患者さんの 2割位だと思いますね。 

○大島座長 施設というのは、福祉施設ですか。 

○山崎委員 施設に申し込んで待っていて、入れない患者さん。 

○大島座長 病院ではなくてですか。 

○山崎委員 特養とか老健とか。 

○大島座長 今、病院の話をしているので、病院には社会的入院というのはないというふ

うに言っていいのですか。 

○山崎委員 施設待ちの患者さんは、社会的入院に当たるのではないですか。 

○大島座長 その話はちょっと置いて、全体の理解として、昔は精神科に入院している患

者さんというのは社会的入院が非常に多かったという御発言があったのですが、今は医学

的理由が殆どで、社会的入院というのは余りないというふうに考えて宜しいのですね。 

○三上委員 今の社会的入院という意味合いがちょっとわかりにくいのですけれども、参

考資料1の7頁にある、認知症による精神病床入院患者の退院可能性と理由の資料からは、

約 40％は医学的に入院を続ける必要があって退院できないと考えられます。また、参考資

料 1 の 8 頁にある資料でも、入院については、医学的理由で殆どの方が入院されているの

ですが、退院ができないということについては社会的理由がかなりあって、居住先の支援

が整わないということで退院できずに入院している方が約 50％いらっしゃる。それが全て
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社会的入院ということであれば、この資料からすると半分近くは社会的な理由もあるのだ

ろうということになるのではないかと思います。 

 基本的に全ての人に社会的な理由というのは当然あって、居住先の支援ということも、

個々の家庭や地域によって様々だと思います。例えば、私の家であれば帰ってこられるか

もしれないけれども、一般の方の家では帰ってこられない。つまり、家族の中に医療関係

者がいるかどうかや、独居である等、様々な理由によって帰れる場合と帰れない場合があ

りますので、それを社会的入院というのであれば、半数近くが社会的入院と言えるかもし

れないですけれども、そういうふうに言い切ってしまうのはどうかと思います。 

○大島座長 今、言葉の定義を厳密にしながらという議論ではなくて、全体像をどういう

ふうに把握するかということなので、多少齟齬があったにしても、ちょっとその辺はお許

し頂きたいと思うのです。髙見さんの方から、昔は家で面倒を見切れなくなった時に引き

受けてくれる所を探したら精神病院しかなかったというお話から始まった訳で、そこをち

ょっと伺ったということですから。 

○新田委員 今の話ですが、平均在院日数、アルツハイマーが 290 という日にちですよね。

先ほどのグループホーム協会からの発言もありましたが、恐らく BPSD は短期で解決するだ

ろうということを考えると、この入院というのは一体何と考えるのかという話だと思いま

す。 

 もう 1 つ、先程言われました一般病床から退院ができなくて精神病床へというのは、認

知症だけじゃなくて、多くの問題ももちろん同じような条件があって、在宅療養ができな

い、家族負担、介護負担が大変だとかそういったことも含めて考えていくと、何も精神科

的な入院の適用だけではないだろうなと思います。 

 もう 1つは、先程言われました BPSD で外来か入院か決める時です。先程の話ではかかり

つけ医が 30％の過剰投薬医療。かかりつけ医の中に精神科、診療所も含まれると思います

が、これは 1 つは、本当に在宅へ行って診ているかどうかという話だと思います。ケアチ

ーム、医療職も含めて、チームとして在宅へ行って、その状況をケアする。介護負担全体

として見ていかないと、とても家族の疲労は増えて、家族の訴えのみで過剰投薬する。そ

の結果、BPSD が悪化し、ケアマネも一緒になって、もうこれは精神病院だという流れがで

きている。そこのところは、今のかかりつけ医がそれに対応しているかというと、それは

それで一つ問題があると思いますが。 

 但し、これから認知症がこれだけ増える中でそれに対応せざるを得ない。そういったチ

ームを作っていかなきゃ、この流れは変えられない。今、精神病院へ入るのは当たり前の

システムになってしまっていますので、そこを根本的に変えるということが第一でござい

ます。 

 もう 1 つは、先程の統計で、入院の理由等あるいは退院の可能性と理由で、入院の理由

等の 72％、私は何でこれは入院するのかわからない、はっきり言いまして。地域で見るこ

とはかなり可能だからでございます。 

 もう 1つは、退院の可能性がない患者のセルフケアの問題が 50％ですよね。セルフケア

の問題って何なんだろう。軽度も含めて、認知症中等度以上は何らかの支援が必要である

ことが多く、在宅におけるサービス支援を受ければ退院の可能性はあるということになり

ます。これはちゃんとやれば大丈夫だろう。そしたら退院ができない人はいなくなるんで

すね。ということも含めて、この統計の中の根本的なところにもちょっと疑義を挟みなが

ら議論して頂ければと思っています。 
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○大島座長 非常に根本的なお話で、アルツハイマーの 290 日というのは、どう考えても

これは異常としか言いようがないという、実際の現場でやっているドクターからの御発言

です。とすると、入院するのはしたんだけれども、退院が可能になって行き場がないとい

うこともある訳ですね、先ほど三上委員が指摘されましたけれども。そういうケースがあ

るのか、あるいはそこのところも曖昧なままずっと入院生活が続けられているのか。これ

は医学の問題になっちゃうわけですけれども。 

 もう 1 つは、これも非常に根本的な話ですが、70％が医学的な理由と書いてあるけれど

も、そのこと自体にも疑義を持たざるを得ないという非常に厳しいご指摘がありましたが、

如何でしょうか。 

○内藤委員 認知症の方について言えば、スタッフのトレーニングということが必要です

し、それも含めた環境要因の調整が非常に必要だろうと思います。 

 ただ、どうしても精神科医療の専門的な治療というのは欠かせない状態像の方もいらっ

しゃいますし、私の法人でも認知症治療病棟をやっておりますけれども、BPSD が非常に激

しい、それが長期化する、あるいは身体的な合併症。特に認知症の方は摂食面での機能が

衰えてきますと、どうしても長期化せざるを得ないという現実もあります。 

 ただ、そういう人達もいれば、例えば介護保険施設のことで言うと、どうしても要介護

度が優先された入所形態になっていく面があるだろうと思っています。要介護 1 とか 2 と

いう認知症の方が地域で本当に生活できるのか。要介護 1、2の人達に対してのサービスが

まだまだ不十分なのではないか。 

 もう一方で、私も精神科の病院をやっておりますけれども、精神科の病院は要介護認定

が関係なくて、認知症という診断があれば入院に応えることができる。そのことが世間一

般の偏った見方で、精神科が認知症を抱え込むという批判もあるのではないか。むしろ私

なんかが思うのは、そういった認知症の重度の人たち、比較的軽度、自立と、3 クラスの

人達に対する対応、もっと言えば認知症日常生活自立度Ⅱ位の人が、本当に在宅で生活で

きるのかということをきちっと見据えた上でそのサービスを整えていかないと、この問題

は、僕らにとってもまだまだサービスとして届け切れてないなというのを現場にいて実感

致します。 

○大島座長 地域の中における総合的なシステムの問題が機能的につながっていないとい

うところに大きな問題があるのではないかという御指摘でしたが、如何でしょうか。 

○宮島委員 入院の理由について、介護サービスやケアマネジメントの不足だけじゃなく

て、脆弱性ですね。結局これがあるから、その裏返しとして退院の可能性が実現しない。

要するに入院の理由を作っているのは、実を言うと地域側にあるんじゃないか。そういう

意味では、今のお話のようにネットワークを作っていくということが必要ですし、介護サ

ービス側の不足を補い、また、その支える力をつけていくことが必要になってくるんだと

思います。 

 ただ、その際に介護だけでそれを支えていくのはなかなか難しいお話ではないかなと思

います。比較的お体が元気で、認知症状が出現して家族の負担が増えてきた時に、外来と

いうのはなかなか難しくなっているんじゃないか。地域の介護と外来ではなく、地域の方

に足を向けて頂ける訪問診療のような精神医療があれば、もしかすると地域の中で支える

ことができるのではないかなと考えています。 

○宮崎（齋藤委員代理） 3 つの視点からお話ししたいと思います。 

 1 つは入院の理由、退院できない理由のところについてです。自分の体験も含めて説明
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します。私は訪問看護という現場で、御自宅で暮らしていらっしゃる認知症の方たちを支

えて、支え切れなくて、髙見さんが仰るように、精神病院、老人病院にお願いしてきた経

過はあります。その後、デイサービスや小規模多機能など様々なサービスができて、大分

自宅に居られる可能性が増えてきました。 

 私は医療の頭・観点で、でも生活を支える観点も含めて訪問看護をやっておりましたが、

在宅生活を支えるのはなかなか難しいことが多かったです。その後にグループホームでの

実践をして認知症の方たちをお預かりしながら、一緒に生きるといいますか、支援をやり

始めてみたんです。 

 私は看護師ですが、そこでびっくりしました。生活の場で生活を一緒にしながら支援を

していくと、BPSD と言われたことがこんなになくなるんだと。BPSD を無くすための医療を

行うんじゃなくて、生活そのものを整えて、その方の持っている力で認知症があっても生

きていく。そのことをやることによって、割と伸び伸びと生きていかれる方も少なくない

という事実に会いました。そういう意味では、入院する理由に精神症状云々言われていま

すが、そこの部分についても、生活支援の力量と質によって、かなりその必要がなくなる

んじゃないかという経験を自らがしています。 

 2 つ目は、認知症の人への精神医療についてです。そういう意味で言いますと、私は精

神医療は必要だと思うのですが入院医療が必要かどうかです。私は生活の場での精神医療

が重要だと思います。丸ごと 24 時間入院して認知症の治療をするというのは、ごくごく限

られた方のみでありまして、あとは生活の場で、介護の職員だけではなくて、医療の職員

も（医師ももちろん看護師）も、様々な者達がそこの場で支援することによって生活がで

きる。特養ホームであれ、在宅であれ、あるいは小規模多機能、かなりの幅が広がってき

ているのではないかなと思いますから、生活の場の精神医療の中身をもっともっと膨らま

せなきゃいけないんじゃないかと思っているのが 2点目です。 

 3 点目は、精神科の入院のこともありますが、認知症の方たちの医療そのものが非常に

まだ未成熟、未整理になっている。精神科病院だけじゃなくて、一般病院についても、例

えば骨折して入院したにしても、きちっと医療を受けられない。認知症というだけで玄関

払いということも多々あります。救急車に乗って 30 分間探さないと、認知症というだけで

受け取って下さらないということもあります。 

 しかし一般病棟で、今の体制の中で認知症の方を受けろと言われたら、私は看護師です

が、受けられないというかもしれません。心筋梗塞等命に係わる急性疾患患者が多数居る

時に丁寧に認知症の方たちへの一般の医療ができないのではないかと思います。一般の医

療の中の職員に認知症の教育すればできるかというと、そうではないような気がします。

認知症の人たちの他疾患も含めた医療のあり方を地域全体で検討していかなきゃいけない

のではないかと思います。一般の医療機関の中でその方たちを教育すればできるかという

と、そうではないような気がしますから、そこも含めた認知症の方がきちんと医療を受け

られる体制を検討しなきゃいけないんじゃないかなと思います。 

○大島座長 解決策まで相当踏み込んだ御意見を頂きました。 

○筒井委員 まず、社会的入院とか医学的なという話から言えば、社会的理由で入院して

も、医学的理由で入院しても、結果的に専門的な適切な医療が提供されていれば、病院と

しては問題ない。 

 私はここ 20 年位、保健医療介護の領域でタイムスタディという手法を使って、現場のプ

ロセスの調査データをずっと分析してきたのですが、不思議なことに精神科に関するデー
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タはありません。急性期病院、特養、老健、それから髙見先生の所の認知症の家族の会の

方にも協力して頂いて、殆どのタイムスタディデータがありますが、精神科病院だけはな

い。ですから、残念ながらどういうケアが精神科病棟で行われているかというエビデンス

は少ないと言わざるをえません。 

 急性期医療のデータからは、認知症患者さんへの看護は非常に苦戦しておられます。認

知症がある、BPSD を発症している患者さんのケア時間というのは、他の患者さんに比べて

有意に長いことはわかっています。しかし、どういうケアが提供されているかというと、

介護保険制度において提供されている介護サービスと異なったケアとしては「抑制帯の鍵

の取り外し」ですとか「抑制帯の脱着」というケアが示されています。この結果は、急性

期医療の中では、残念ながら、まだ BPSD に対しての看護的な対応は十分できてないんじゃ

ないかという 1 つのエビデンスになると考えます。いずれにしても急性期病院や他の介護

系の事業所等には、こういったケアの実態を示すデータがあるということは貴重で、問題

が何かを明確にできると思います。しかし、精神病院には、こういった医療や看護やケア

の実態を示すデータがありません。もし、精神病院に入院することが必要な患者であると

いうことをお示し頂くのであれば、精神病院しか、提供できない医療や看護やケアがある

という実態を示すデータをお示し頂けば現在の精神病院の実態を説明して頂くのに一番、

良い方法ではないかと考えます。 

○大島座長 最初に、医学的だろうが社会的だろうが、入院しちゃって適切な医療が受け

られれば、何も問題ないだろうというふうに発言されましたけれども、今、ケアという言

葉が、医療とケアとごちゃ混ぜになっているようで、精神病院における対応というのは、

普通は医療を想像しますよね。筒井さんとしては、医療だろうがケアだろうが、別にどっ

ちだってそんなことはいいんだ、社会的入院ということは医学的な理由がない場合の入院

だというふうに敢えて強調して言った時に、そういうことを言われている訳ですか。 

○筒井委員 私が申し上げたのは、精神病院が病院である限りは、医療行為は提供される

べきだと。 

○大島座長 医学的な理由がない状況で入院して、医療行為というのは……。 

○筒井委員 先程山崎委員が仰られたように、医学的理由が無くて入院はしてないだろう

と私は申し上げているんです。それは医師がちゃんと診断して入っておられるわけですか

ら、その様なことはないと考えるべきであろうということです。しかし、これだけ、様々

な方々が精神科への入院医療について課題があると仰っておられるので、その中できちん

とした医療が提供されているかどうかというデータを出されればよいのではないかと申し

上げているというだけです。 

○大島座長 それは後段の方ですね。わかりました。 

○野澤委員 先程来色々お話出ているんですが、私も 7 ページとか 9 ページの退院の可能

性がない理由のところで、セルフケアの問題がこんなにあるのかとか、あるいは迷惑行為、

9ページの方を見ても、自傷、他害、大声、その他の迷惑行為とある。 

 私は知的障害とか発達障害の分野であれこれとやってきている立場で、私自身もこうい

う行動障害を起こす息子を持っている関係なんですけれども、いっぱいいるんですね、こ

ういう方たちで地域で暮らしているのは。在宅とかケアホームとか。働いている人もいま

す。いろんな支援を受けながら働いている人もいる。 

 こういう状況になると、やむを得ず抑えるわけですね。それが昨年の 10 月から施行され

た障害者虐待防止法では、必要のない身体拘束は虐待だということで、これは大変なこと
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になるというので、今盛んに全国各地で職員の研修をやっている。これらの行動障害をど

うやって対処するのかというのは、現場の皆さんはものすごく悩んでいて、わからないか

ら力を使っているんですね。 

 いろいろ聞いてみると、高齢の方はもっと身体拘束の禁止というのは先行していて、介

護保険で身体拘束はかなり厳しく禁止が決められた。いろんな話を聞いてみると、身体拘

束できないから病院に送り込むしかないんだということを聞いて、ああそれで精神科の病

院の方にこんなにいっぱい行っているのかなと思ったんですね。 

 障害者の世界でも、もしそんな流れになったら大変なことになると思って、うまくやっ

ている人たちはいないのかと探してみると、かなりいるんですね。精神科のドクターも、

地域でやっている方あるいは認知行動療法なんかをやっている心理職とか。特別な専門性

がない方でも施設でやっていらっしゃる方がいて、そういう方たちの話をたくさん聞いた。

いっぱい見に行ってきました。皆さん共通して言うのは、住環境がとにかく大事だ。それ

とコミュニケーションをうまく図ること、生活の中に楽しみを導入してあげることだ。こ

の前もユニット型のある施設へ行ったんですが、最初はぼろぼろで、ガラスなんか壊され

まくるし、壁も穴だらけ。ところが、そこで 1 年、2 年徹底して住環境を整備して、いろ

んな生活の楽しみのバリエーションを導入していくことによって、どんどんそれが改善さ

れて、今殆ど身体拘束ゼロまで持って行ったんですね。なるほどなと思っているんです。 

 行動障害の原因のメカニズムが、認知症の方とそういう知的や発達障害の方と、どう違

うのか同じなのかわかりませんけれども、もし住環境とかコミュニケーション支援とか生

活を楽しむバリエーションというものが、こういう行動障害に対して非常にいい効果とい

いますか、彼らを落ちつかせるものがあるとすれば、病院というのは全くその反対の方に

あるんじゃないかと思ったりするんですね。 

 そういう理由で、自傷、他害、大声を出すから退院させられないということで病院に入

れておくというのは、私は二重の意味で矛盾があるんじゃないかなと感じております。全

く原因のメカニズムが違うということであれば、また議論が違う展開になるんでしょうけ

れども、そういう辺りにヒントがあるんじゃないかなと思っている。 

○大島座長 私も野澤委員が今言われたような話というのは、いろんな介護関係の所でよ

く聞くお話ではあるんですね。病院という環境そのものが、認知症の人にとってむしろ悪

いというか、良くない状況にあるのではないかというお話をよく聞くんですが、如何でし

ょう、これも別に実証されているのか実証されてないのかよく知りませんけれども。 

○石田委員 私は市町村の立場と申しますか、皆さんとは少し立ち位置が違うので、今日

の議論を聞きながら、少し感想も含めて、質問も 1つ交えながらお話をしたいと思います。 

 介護保険制度が始まってこの 10 年で、私は地域の介護環境は相当変わったと思っていま

す。当時稲城市でも、介護保険が始まる前は、老人ケースワーカーはたった 1 人だったん

ですね。今は数十人のケアマネが地域をくまなく見、また、地域包括支援センターも 4 ヶ

所できて、日常生活圏域毎に、ある意味ではまだ十分ではないかもしれないですけれども、

地域での環境というんでしょうか、これまで措置の時代から見ていた環境とは様変わりし

ていると思います。そういった意味では、介護基盤は地域には少しずつではあるかもしれ

ませんけれども、できつつあると思っています。 

 ただ、高齢化のスピードと地域基盤、今後 10 年、15 年先を見据えた基盤整備のスピー

ドとの勝負だろうと思っていて、介護保険事業計画は 3 年毎に地域の量を見込みながら、

稲城市の制度設計をしているところです。 
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 今、稲城の中での課題は、若い高齢者が多い中で、介護予防を中心にやってきています。

これは時間軸で見ると数年、10 年先には、現在は介護予防に力を入れるのが稲城市の中で

は非常に効果的だろうと思っていますが、今後は重度化にシフトするということは目に見

えていて、稲城の中でも地域での認知症対策というものが重要になってくる。そういった

時間軸での見方をしています。そういった意味で、基盤作りというものが重要だというこ

とがまず 1 点だろうと思います。環境も含めて、認知症疾患の方が地域に暮らす基盤をつ

くるということは、自治体として市町村として重要だろうという認識です。 

 2 つ目ですけれども、これは質問に近いかもしれません。診療所も含めて医療資源が、

市町村では計画して整備することがなかなかできない、コントロールできないんですね。

むしろ市町村は川下にあって、現在あるものを上手に使いながら、受け止めるということ

にならざるを得ないのかなと思っています。 

 そこで、この研究会の中で精神科病院における入院治療を必要とする状態像というもの

を議論するということは、地域の中で増え続ける認知症高齢者の中で、対象者の優先度を

決めるということにつながるのかどうか、非常に関心がある訳であります。良きにつけ悪

しきにつけ、状態像を見るということについては、それにふさわしいサービスを用意し、

計画的に整備するということにつながる。また、ボリュームが受け皿を超えるということ

であれば、優先度を考えなきゃならないということになるのかと思っている。これは質問

なのか、あるいは今後状態像の使い方についての方向性について、一定のお考えがあれば

ぜひお聞かせ頂きたい。 

 最後、3 つ目でありますけれども、認知症ケアは、稲城市はそうでもないにしても、自

治体によっては深刻な地域課題として受け止めている自治体が多いです。こういった入院

を必要とする状態像が明確になれば、具体性が出てくるという意味では地域のケアとして

有効だろうと思います。トライアルということもあるかもしれませんけれども、ぜひこれ

は進めて頂きたいなと思う。 

 これに応じて、介護保険事業計画の中で、量を我々が把握することができるので、その

受け皿作りとして、自治体が時間軸も含めて計画的な整備につながると思いますので、自

治体の基盤整備につながるような研究会の成果を出して頂きたいと思います。 

○大島座長 ちょっと視点を変えて、行政ですから、マクロといっていい視点かと思いま

すが、その視点から、認知症の入院に関する状態像を作るということは一体どういうこと

なのか。行政の側からいけば、一番基本としては、認知症の方が暮らしていけるような地

域づくり、環境づくりを市町村としては考えていくということであれば、その総合計画を

立てる上では非常に有効なツールになるであろうというご意見でした。 

○筒井委員 先ほどの言い方がちょっとわかりにくかったので、私が申し上げた中身をち

ょっとだけ説明させて頂きたいのですが、認知症の入院が必要な状態像は何かを検討する

際に必要なことは、精神病院で入院をしてしか提供できないような、独自の専門性の高い

治療が必要な人はどういう人かということを明らかにすればよいということであり、それ

は治療の実態について、当然ながらケアも含めて明らかにするようなデータが要るんじゃ

ないかということです。 

○大内委員 私は日本老年医学会の理事長をしておりますので、学会という視点から、本

日の議論のテーマについて考えていることを申し上げたいと思います。 

 学会の代表としては、森先生が日本認知症学会、今日は出席されていませんけれども新

井先生が日本老年精神医学会と、私を含め 3学会が参加しています。学会というのは当然、
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学術団体でありますから、その最も大きな使命は教育と、実践に必要なエビデンスを科学

的につくっていくことの 2つだと思っています。 

 認知症医療ということに関しまして、今は老年精神医学会、認知症学会、老年医学会、

神経学会と、主にこの 4 学会が関わっていると思いますが、それぞれ認知症への取り組み

方が違っています。老年科医は基本的に内科医ですから、認知症を持っている患者さんの

包括的な管理を一番得意としています。例えば糖尿病や高血圧等を持っている認知症の患

者さんの包括的な管理を得意としています。老年精神科医は BPSD の管理、神経内科の先生

方は変性疾患全体に強い、といった、それぞれの特色があり、認知症診療へのスタンスが

微妙に異なっています。しかしながら、各専門家の棲み分け、というより連携が殆ど取れ

ていないというのが、非常に問題だと私は思っています。認知症の専門医も、それぞれの

学会が作っている訳ですが、お互いに連携が取れていません。精神科が必要かどうかとい

う話ではなく、精神科は絶対に必要なわけで、それぞれの専門家、介護に従事する方が、

みんなお互いに連携し合って、その地域で認知症の方を支えるという医療システムを作っ

ていくことが重要と考えています。 

 もう 1 点は、これから超高齢社会になって認知症は益々増加しますから、いわゆる専門

家集団だけではマンパワー的にすべての認知症患者さんの管理ができない訳です。そうし

ますと、それぞれの学会が持っている認知症の専門家の連携がコアになり、日本医師会に

所属されている先生方とタイアップして、その地域での認知症の医療を担っていく、そう

いうシステム作りをやるべきではないかと考えています。 

 地域によっては、認知症は精神科の疾患という意識が未だに強いということも聞きます

が、学会としては、そういった認知症医療に関する思い込みや誤解を解いていって、認知

症に関する「正しい医療」を啓発していくという活動を展開すべきだろうと思っています。

学会としては、今までそのような努力が少し不足していたという自戒も込めてコメント致

しました。認知症学会の森先生からも御意見を伺いたいと思います。 

○大島座長 これは総力戦と言うのか、総合的な地域における連携システムを構築する以

外にないだろうというお話でした。 

 大内先生の発言を受けて、森先生如何ですか。 

○森委員 私共の学会は、従来の診療科を反映しているというのじゃなくて、大内先生の

老年科、精神神経科、神経内科、それと脳神経外科とか、地域に行けば様々な御専門の先

生の御活躍の 1 つのまとまりとして認知症学会がありますので、先程御指摘頂きましたよ

うに、学会は何だということの裏返しになりますけれども、非常に現場から離れた一面も

ございます。 

 例えば早期診断の研究とか早期治療薬の開発とか、これは今回の精神病院の要件、いろ

んな議論のこととは少し異なるんですが、同時に認知症学会というものは、認知症という

もの全般にざくっと全部を引き受けるようなことで、診療科の皆様のお力で支えていくと

いう面があります。最近、特に社会問題、措置入院も含めて、社会的入院とか家族の希望

というお言葉もございましたが、全体の社会の問題も取り上げていこうということで、個

別の問題を大きく議論し始めているところでございます。 

 例えば 1 つ、今日未だ議論が余り出てないのは、老老介護の問題とか単身で独居の老人

の問題、これなんかは都市であればある程進行が進んでおりまして、親と子どもが一緒に

住んでいる 2 世帯というイメージはもう都会では余りないんですよね。そういった患者さ

んになった場合は、家に帰れないという問題が大阪ではかなり深刻な問題でございます。
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これは大阪だけじゃなくて、名古屋、東京、全部に進行している問題で、地方に行けばそ

ういう問題は少し低くなるかもしれませんけれども、実は地方も都市型というか、老老介

護、単身独居の問題が急速に進んでいるというのが今の現状でございます。これは社会的

な要素で家に帰れない。今、オレンジプランの一番の目玉の 1 つが在宅で過ごそうという

ことになっているんですけれども、在宅に戻れないというのが一番の大きな問題で、それ

を地域でどうやって支えていくかというところの議論と、精神科入院の要件というのがバ

ランスをとって議論して頂ければ。 

 一言でまとめますと、家族を不安におとしめないような施策を遂行する。精神科だけを

落とすということじゃなくて、そのバランスで、社会でどう支えていくんだという議論を

是非とも並行してお進め頂けたらなと思っています。 

○大島座長 今、精神科病院が被告席に座らされているような雰囲気になっていますけれ

ども、決してそういう話ではなくて、こういう言い方が適切かどうかわかりませんが、今

の認知症に対する日本全体のいろんな未熟な状態と言っていいのか、そう言った状態の歪

みが精神科病院に集中しちゃっているという言い方もできるような感じがしないでもない

んですね、今日のお話を伺っていて。それを一手に精神科病院が引き受けている。 

 個別に考えていけば、ヨーロッパと比べりゃ、当然こんなに長い入院って一体何だとい

うことになりますから、それは短い方が良いに決まっている。誰もがそう思いますよね。

そうするとどこかに何か悪者を作らなきゃいけないので、あそこが悪い、ここが悪いとい

う話になりがちですが、今の森先生のお話を伺っていても、結局入院したのはいいけれど

も、出場所が一体どうだということも、そう簡単な話ではなさそうだということが出てき

ます。どこにどういう問題があるのかということをこれからもう少し具体的に積み上げて

いく必要があると思いますが、それぞれのところに相当大きな問題があるような感じが、

今日のお話を伺っただけでもしました。 

○山崎委員 今日のこの研究会の主題で、スライドの 10 枚目ですが、「認知症入院期間の

国際比較」というのがあって、いかにも日本の病院の平均入院日数が長いというのがある

のですが、これは僕は非常に恣意的につくられたデータだと思っています。どうしてかと

いうと、欧米では認知症の患者さんは精神病床には入院しないんですよ。認知症の患者さ

んは認知症の専門病棟があって、そこに入院しているし、薬物中毒の患者さんも薬物中毒

の専門病棟があるし、精神遅滞の患者さんも精神遅滞の病棟があって、別々に独立して入

院しています。 

 ところが、日本では薬物中毒も認知症も精神遅滞も統合失調症も、全部精神科病棟に入

院させてきたというとんでもないことをしているわけです。例えば、ここにある米国の 6.1

日というのは、精神科病院に入院した患者さんが 1 週間で退院しているという数字があり

ますが、アメリカの場合は、御承知の様にホスピタルフィーだけで 8万円、10 万円という

世界ですから、入院していたくても入院していられないという事だと思います。従って、

もうちょっときちんと日本のスケールに合わせたデータで、もう一回これを作り直したの

を欲しいと思います。 

○大島座長 非常に本質に関わる御意見で、これは恣意的に作られたデータではないかと

……。 

○山崎委員 これを見ると、今日の委員の先生方は、日本では入院期間が 10 倍も 20 倍も

なっていると思われるでしょうが、同じことが精神科病床にも言えるんです。ドイツもこ

ういうデータを出すんですが、一方では、山奥のつぶれたリゾートホテルを買って改築し
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て、慢性期の統合失調症の患者を長期入院させている。そういう所は精神科病床にカウン

トしていないんですよ。データを出す時に、行政自体も恣意的な出し方をしている。これ

はどういう所から引っ張ったデータか、もうちょっときちんと教えてほしいと思います。 

○大島座長 これは本質的な問題で、もし行政の厚労省が恣意的にデータを操ってこんな

グラフを出したということになると、これは大問題になりますね。気がつかないでという

ことはあるのかもわかりませんけれども。これはすごい御発言ですけれども、如何でしょ

う、この辺の事情について。 

○岩尾委員 よくわからないんですが、ただ、私は精神科の今の認知症に対する医療の実

態みたいなものを本当はもっと知りたいと思っているんです。私はかつて、精神科で統合

失調症の人達をどんどん地域に出すという取組もしました。 

 同じ課題として思うことは、精神科に入っている認知症の人達というのは、その地域の

人達だけが入っているんじゃないんです。むしろ、例えば私のような田舎の所では、いろ

んな事情があって遠くから入院してきたりとか、そういう方も結構含まれていて、その人

達をいよいよ地域に帰すといった時は、ソーシャルワーカーが幾ら頑張っても、遠くて家

族とも思うようになかなか会えないし、一般的な支援が難しい状況もあったりする訳です。 

 例えば本当に二次医療圏で収まっているのか、それとも県内全域とか隣の県まで行って

精神科に入院しているのかとか、そういう実態もある程度知った上で、どういうことを考

えなければいけないかということをやらないと、幾ら地域地域といっても、元々地域の人

は少ないんだということになると、本当の支援なんて現実的には難しいということなんだ

ろうと思います。ぜひその辺がわかればということは思ったりします。 

○大島座長 先程も筒井さんの方から「精神科病院に関しては実態のデータが全くない」

と。何か理由がありますか。今のお話に連動して、あるいは山崎先生のああいう話、これ

は違うんだ、実態を表してない、嘘だと言うとちょっと言い過ぎかもわからないけど、そ

ういうことを含めて何か採り難いんですか。 

○筒井委員 理由はあると思います。これは多分鴻江先生に言って頂くのが一番宜しいか

と思うんですが。 

 厚生労働省が今までやってきた実態調査というのは非常に精緻な調査で、世界でも類の

ない調査ですが、それを現場でやって頂くというのは大変負担が重い。しかも、先程の急

性期病院を初めとしてそうそうたる急性期病院が参加して下さった。今の鴻江先生の所の

施設でも参加して頂き、老健施設でも参加して頂き、グループホームでも参加して頂いた

んですが、現場に大変な負担をかける調査なので、精神病院ではなかなかやって頂けなか

ったのではないかなと推察します。 

○大島座長 ちょっと言いにくいことですけれども、勿論精神病院に同じ様に声はかけて

お願いはしているけど、応えてはくれないということですか。 

○筒井委員 私が直接声をかけたことはないので、これは精神科に関して、特に今、障害

認定区分というのを障害者の方ではやっておるんですけれども、その時に障害者関係の団

体と精神病院に関しては非常に密接なつながりがあるので、調査の依頼は国からやられた

のではないかと推察します。 

○大島座長 山崎先生、あんなことを言っていますけれども、いかがですか。 

○山崎委員 厚生労働省の統計調査を拒絶したことは全くありません。それと、日本精神

科病院協会として認知症の専門医をきちんと作らなければいけないということで、18 年前

から認知症の専門の先生を大体 10 人ぐらい講師でお招きして、2日間にわたって認知症の
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研修会をしています。講習を受けて症例報告をして貰い、面接して、認知症疾患治療専門

医という制度を作って、協会でも今 400 人位の専門医を育てて現場でしています。 

 もう 1 つ、今話に出ている厚生労働省自体が認知症についてのきちんとしたデータがな

いということで、今、日本精神科病院協会で広島県の会員の先生にお願いして、会員病院

全員参加で物すごく細かいデータを作っております。これも、英語の論文にして耐えられ

るような検査方法を全部使って、多面的に認知症疾患治療病棟に入院している患者さんの

いろんな側面を調べたいということで調査をしています。 

 それと、この中にも入ると思うんですが、ケアプランも数年前から、認知症疾患のクリ

ニカルパスも作っていますし、重度認知症治療ケアのクリニカルパスも作っています。オ

レンジ手帳は次回の検討会でお配りしたいと思いますが、地域包括ケアとか地域のケアマ

ネを含めて、患者さんの情報を医療・介護を縦断的に 1 つの手帳で情報整理ができるよう

にしようということで、会員病院に普及して、地域でもオレンジ手帳を配って地域連携を

始めているという状況ですので、協会としては非常に前向きに取り組んでいるつもりです。

統計にしても、多分広島県のデータが今年の 8 月頃には出て来ると思うので、この検討会

には間に合うかなと思っています。 

○新田委員 今の入院比較の問題でございますけれども、これは精神病院とは限らない訳

ですよね。要は、日本は療養型病床群を持っていますので。この場合の精神病院の入院比

較で、5 ページ目の精神病床の平均在院日数は事実として捉えてよろしいんですか。国際

比較がどうということよりは、逆にそこを 1 つお聞きしたい。しかしながら、この実態は

事実だろうと思いますので、余りそこの所は、それ以上やってもどうでしょうかと、僕は

思っているんですが。 

 問題は帰れないということです。精神の問題の時に、入院というよりは、恐らく帰れな

い状況があるから居るんだろうということが主体でございまして、なぜそこなのかという

議論のほうが優先されるべきだと思います。 

○大島座長 新田委員の言うことは、私もよく理解できると思います。ただ、この表をど

ういうふうに見るのかと言うことについては、共通のコンセンサスを持っておいた方がい

いと思います。どういうデータが根拠になって作られたものなのかということについての

説明だけして頂けますか。 

○説明者 OECD データは、ヘルスデータの 2012 が今度出たので、この後またアップデー

トしたいのですが、これ自身は精神科病院に限ったものではございません。病床類型とい

うのは国によって違いますので、なかなか横串を刺して特定の類型についてという表は作

りにくいのかもしれませんが、これに関してはいわゆる入院全体ということです。 

 日本に関しては、なぜかそこの中で日本のデータは欠損になっておりまして、それに関

して患者総数のデータを使っていると思います。ただ、OECD と言いましても、最初に御説

明しましたように、国によってそもそも微妙な計算の仕方が違ったりしますので、ある程

度のブレを持ったものだということは御指摘の通りだと思います。 

○大島座長 もう少し具体的に言うと、日本のデータというのは入院ですから、いわゆる

病院ですよね。医者が居る所の施設全てを含んで、アルツハイマーと診断された人の平均

入院期間を出したという言い方でいいんですか。 

○説明者 患者さん総数で認知症を主傷病名としている方。他の疾患でたまたま入院して

認知症になったという方ではなくて、認知症を理由として病院に入院された方です。 

○大島座長 何が聞きたいかというと、何となく精神科病院みたいなイメージで話が進ん
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でいますが、これは精神科病院を言っている訳じゃないんですね。 

○説明者 そうです。例えばアルツハイマー病で 251.5 という数字がありますが、これは

5 枚目のページを見て頂きますと、病院全体でございます。精神科病院だけで見るともう

ちょっと長い数字になります。 

○大島座長 もっと長くなるんですか。欧米並みに短くなるということはあり得ないんで

すか。それはない訳ですね。 

○説明者 そうです。5ページと見比べて頂ければわかります。 

○大島座長 日本のデータについてはそういうことで、欧米については OECD のデータです。

その背景については、山崎委員が言われたようなことがあるかもしれないということでよ

ろしいですか。 

○内藤委員 半分質問なんですが、7、8、9 のスライド、入院の理由と退院の可能性がな

いという 8 と 9 の調査と 7 の調査は別な調査だと思うんですけれども、8 と 9 の調査の方

は、主に認知症疾患の治療病棟を対象にしているのではないかなという印象が強い。むし

ろさっき山崎先生も仰っているように、精神科で受け入れる場合は、認知症治療病棟だけ

ではなくて、精神科の一般病棟であったり、精神科の療養病棟でも受け入れがあるはずな

ので、その辺はきちっと分けてそれぞれの状態像については調べておかないと、その後の

地域に戻すという時の資料にならないのではないかなという気が致します。 

○大島座長 当然だと思います。因みに、9 ページのこのデータというのは、今指摘され

たような背景になっているんですか。そうじゃなくて、ちょっと重症的なところを扱った

んではないかという御意見ですけど。 

○説明者 データの元が違うというのは御指摘の通りで、7は平成 19 年の調査、8、9に関

しましては、新たな地域精神医療体制の構築に向けた検討チームということで、N の数を

見て頂ければ違うことがわかると思います。 

 そもそも関連しているようなしてないようなこの 2 つがなぜ並んでいるかといいますと、

元々が、平成 19 年のデータではこの表はあるんですけれども中身がわからない。例えば 4

番の「近い将来退院の可能性はない」と言われたけれども、では、なぜ帰れないのかとい

うことに関して、当時のデータではなかった。新たな地域精神医療体制の構築に向けた検

討チーム、セカンドラウンドの中でそれが指摘されまして、当時日本精神科病院協会様の

御協力も得て、追加的調査として内容を並べる形で、入院の理由、退院できない理由を追

加的項目として、より深掘りしたアンケートを御協力頂けた当時の 10 病棟……。 

○大島座長 その 11 病院がどういう病院で、どういう根拠で選ばれた病院なのかというこ

とを質問された。 

○山崎委員 日精協の役員の認知症施設のある病院で調査したのですが、こういうデータ

を出す時に困るのは、7枚目が平成 19 年で、8枚目と 9枚目は平成 22 年ですよね。今回の

研究会で、私がもう 1 枚データを出して欲しいと言っておいたのですが、そのデータはク

ロス集計で 6 割ぐらいしか「退院できない」というデータがあったような気がしますが、

そのデータが抜けちゃって、前の 2つだけが出ているのはおかしいのではないですか。 

 もう 1 つ、先ほどの 10 枚目の話に戻りますが、デンマークの例が 12 枚目に出ています

が、デンマークは居住系施設の整備が非常に進んでいます。プライエボーリとエルダボー

リが大体 8％、プライエムが 2.5％で、10.7％ぐらいの居住系の施設がある訳ですが、日本

は介護保険 3 施設を含めて 3.5％しかないんです。デンマークがこの様に 7.8 日で帰れて

いるのかどうかは知りませんが、少なくとも地域移行ツールとしての介護施設等の高齢者
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住宅の政策が日本の 3 倍もある訳ですね。つまり 3 倍～4 倍の受け皿があるから病院から

早く帰れる。そういう施設があれば、先ほどお話した社会的入院と言われている施設待ち

をしている 2割位の患者さんはすぐ帰れるのではないかと思います。 

○鴻江委員 住まいの問題が出ましたが、確かに在宅の位置付けの住まいとして、サービ

ス付き高齢者向け住宅であったり、有料老人ホーム等が増加傾向にあります。しかし、そ

の様な住まいで、増え続ける認知症の方々、特に重度の方を受け入れられる体制にあるか

というと難しいと感じます。この様な地域に受け皿がない状況の中で、長期入院に繋がっ

ているのかもしれません。ただ、医療機関は治療の場なので、長期間の医療ケアが必要で

あるならその根拠を示す必要があるのではと思います。 

○三上委員 住まいの問題が一番大切だというのはその通りで、宮崎委員が仰ったように、

介護の現場で馴染みの環境を作ってあげると BPSD が起こりにくい、野澤委員が仰ったよう

に、住環境を整えていくと問題行動が少なくなるというのはその通りだと思いますが、森

委員が仰ったように、高齢者世帯の内、独居が 3 分の 1、老老世帯が 3 分の 1 ある中で、

これから 2 千万人近くがそうした世帯構造となるという推計がある中で、基本的にはグル

ープホームや小規模多機能型居宅介護等、そういったものをある程度拡充していかなけれ

ば退院することは難しい。 

 今、国交省を中心にサ高住あるいは有料老人ホーム等の整備をやろうとしていますが、

その様な所に個室に 1 人で住まわれることが多い訳です。実際には認知症の方を個室に 1

人で、夜中も誰も見ていない状況の中で暮らしていくことが本当にできるのかということ

と、認知症の方にとっては自宅でない所に移り住むことによって馴染みの環境が崩れると

いうことについては問題が多い。 

 日本の国民の生活自体が、自宅で暮らし続けていくことが非常に難しくなった、あるい

はコミュニティが崩れてきた中で、どういった対応がこれから必要なのかということを考

えていく必要がある。そうすれば精神科病院の依存というのもかなり減ってくるのではな

いかと思います。 

○宮崎（齋藤委員代理） 今の話で、退院だけではなくて、入院の時の誘因にならないよ

うな別々な対策を考えなきゃいけないんじゃないかと思います。入院しなくて済む認知症

の人たちが、行き場がないとか、関わっている人たちの力量不足で（在宅の限界という言

葉を使って）、やむを得ず入院をお願いすることになる気がしますから、入院する前のとこ

ろの施策もいろいろ考えていかなければならないと思います。 

 

2.4.閉会 

○大島座長 時間が来ましたので、これで終了したいと思います。 

 最初の問いかけの、なぜこんなテーマで研究会を設立しなければならなかったのかとい

う疑問が、多分この 2時間で相当わかったんじゃないか。問題は相当複雑だと思います。 

 ただ、方向については、皆さんのご意見を伺っていると、地域での住み方をどういうふ

うに環境を整えていくかということが一番基本だろう。そこでの介護のあり方、ケアのあ

り方と環境によって相当部分 BPSD も抑えられる。仮にそれが発症したにしても、全体のチ

ーム、連携のワークが非常にうまくいっている場合にはそんな大げさな話にならずに済む。 

 それでも、精神科に限らず、どうしても入院治療しなきゃいけないケースはあるだろう。

そういった場合のシステムについて、地域全体でどう考えていくのか、ケアのあり方をど

ういうふうに教育し、浸透させていくのか、あるいは医者を含めて医療人の認知症に対す



-32- 
All Rights Reserved, Copyright ©株式会社富士通総研 2013 

る理解とかレベルをどう上げていくのかによって、相当部分抑えられていくのではないか。

これは、よくヨーロッパと比較されますけれども、残念なことに日本はまだ社会的にはそ

こまで成熟してないが、これはシステム全体として考えていく問題だろう。今日の第 1 回

目としては、そういう方向性なのかなということを感じました。2 回目は、これをもう少

し深めて行くと言うことで御議論して頂きたいと思います。 

 もう 1 つ言っておきたいのは、出てくるデータの信頼性がちょっと低い。これは非常に

大きな問題で、嘘だというのはちょっと言い過ぎだろうと思いますけれども、データの信

頼性がちょっと低いなと。これはきちんと取らないとだめで、特に専門家の責任です。き

ちんとした信頼性のあるデータを出して行くというのは、これを専門家がやらなかったら、

専門家と名乗る資格なんか全くありませんので、ここのところはこれから一体どう整備し

ていくのかということも大きな課題の 1つかなと思いました。 

 第 1 回目はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○事務局 最後に、資料 2の説明だけさせて頂ければと思います。 

 来年度の予定でございますが、本日いろいろと頂きましたので、まずは交通整理をさせ

て頂くと共に、皆様方から補足的に意見聴取をさせて頂ければと考えております。それを

踏まえ、各課題等を整理致しました上で、また皆様方に御議論頂くと言う形で、12 月の取

り纏めに向け進めていければと思っております。 
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3.委員による意見交換の論点 

意見交換において挙がった主な課題・論点は次の通り。 

 

3.1.前提となる基本的な議論の方向性 

①認知症の人の精神科病院への入院には、社会的な要因等も複雑に絡んでおり、純粋に

医学的な見地から入院治療を必要とする病態像だけについて整理するだけでは、住み

慣れた地域での生活の継続は実現しない 

【研究会での主な意見】 

 入院が必要な病態像という単に医学的な問題ではなく、地域での受け皿がない等の社

会的な要因等も複雑に絡み合っている。 

 医学の専門家の中で結論を出してもそれがきちんと有効に実現できるような形で進ん

でいくかどうかを考えると、簡単に割り切って言えるようなものではない。 

 （介護の側でも）ソーシャルワークのような機能を持たないと環境を整えることがで

きない。これができないから社会的入院等が発生するのではないか。 

 家族の都合による入院はなくしていくことが必要。 

 家族の介護放棄や施設待ちの要因で精神科病院に入院を続けている認知症の人は一定

程度存在する。 

 居住先の支援が整わない、個々の家庭や地域の事情によって退院できずに入院してい

る方がいる。 

 

②「なぜ日本では、認知症の人の精神科病院の入院期間が長いのか」という一般の人の

疑問に応える必要 

【研究会での主な意見】 

 地域のかかりつけ医にかかっていることがむしろ症状を悪くして、その全体を精神科

病院がかぶっているという背景がより複雑な状況をつくりだしている。 

 医療界全体で認知症をカバーしていこうという体制が整っていないからその皺寄せが

精神科病院に来ているという説明で海外と比較して日本の入院は長いということを一

般の人が納得できるだろうか。 

 精神科病院は要介護認定が関係なくて、認知症という診断があれば入院に応えること

ができる。このことが偏った見方では精神科が認知症を抱え込むという批判になって

いるのではないか。 

 

 

3.2.論点１：なぜ日本の精神科病院は入院が長いのか 

次の①～③の要因が複雑に絡み合っているものと考えられる。 

 

①精神科病院に入院してくる患者の状態により治療に時間を要するという医学的要因も

ある 

【研究会での主な意見】 

 過剰な抗精神病薬投与が原因で入院してきた患者は、まずその薬を抜くことから治療
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が始まるため、日数を要する。 

 激しい BPSD の長期化、あるいは身体的な合併症があって摂食面での機能の衰退がある

と入院が長期化してしまう。 

 

②医学的要因に依らない、社会的要因も大きいのではないか 

【研究会での主な意見】 

 地域に受け皿がない（不足している）。 

 在宅療養ができない、家族負担、介護負担が大変。 

 都市部だけではなく地方でも老老介護の世帯や独居高齢世帯が増えてきている。 

 日本の国民の生活自体が、自宅で暮らし続けていくことが非常に難しくなった、ある

いはコミュニティが崩れてきた中で、どういった対応がこれから必要なのか。 

 サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）や有料老人ホームは増加しつつある。しかし、

その様な住まいで、増え続ける認知症の方々、特に重度の方を受け入れられる体制に

あるかというと難しい。 

 サ高住あるいは有料老人ホーム等に個室に 1 人で住まわれるのは、認知症の方が個室

に 1人で、夜中も誰も見ていない状況の中で暮らすということで、本当にできるのか。 

 認知症状が出現し家族の負担が増えてきた時に、外来というのは難しいのではないか。

地域の介護と外来ではなく訪問診療のような精神医療があれば、地域の中で支えるこ

とができるのではないか。 

 入院して認知症の治療をするのはごく限られた方のみで、あとは生活の場で、介護職

だけでなく医療職も含め様々な人達がその場で支援することで生活ができる。 

 精神科に入院している認知症の人は、その地域の人達だけが入っているのでなく、特

に地方ではいろんな事情で遠くから入院してきた方も結構含まれていて、その人達を

地域に帰す時は、ソーシャルワーカーが幾ら頑張っても、遠くて家族とも思うように

なかなか会えないし、一般的な支援が難しい状況もある。 

 

③制度的要因もあるのではないか 

【研究会での主な意見】 

 入院制限をつけている病院は平均入院日数が短くて当たり前で、精神科病床について

は 3 ヶ月で追い出すようなことはしてないので結果として入院期間が長くなる（長く

なる人が精神科病院に集まりやすい）。 

 精神科病院は精神保健福祉法、一般病院は医療法と適用される法律がそもそも違って

いる。前者は在院日数に特段の制限はないが、後者は診療報酬による事実上の制限が

あるため、日数短縮の意向が作用しない。 

 欧米では認知症の患者は精神病床でなく認知症専門病棟に、薬物中毒も専門病棟にそ

れぞれ入院する、米国ではホスピタルフィーが高額で入院したくても入院していられ

ない、ドイツではつぶれたリゾートホテルを改築し慢性期の統合失調症の患者を長期

入院させているがこういう施設は精神科病床に算入していない等、認知症の人の居る

所が国によって異なるが、日本では薬物中毒・認知症・統合失調症等全て精神科病院

で引き受けている。 
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3.3.論点２：なぜ認知症の人を精神科病院に入院させるのか 

次の①②の要因が絡み合っているものと考えられる。 

 

①医療関係者の認知症への理解不足等により、医療ニーズのある認知症の人の受療環境

が限られている等の医学的要因 

【研究会での主な意見】 

 医療界全体が認知症に対して理解が不足している。 

 地域によっては、認知症は精神科の疾患という意識が未だに強い。 

 多くの総合病院、国公立の大学病院を含めて、一般の医療機関では BPSD 対応が全くで

きない。少しでも BPSD が出ると看護師が精神科病院への転院を要請したり、主治医が

精神科病院に紹介するケースが非常に多い。 

 地域のかかりつけ医が、過剰な抗精神病薬投与で意識障害のせん妄状態を作ったのに、

BPSD と勘違いして紹介してくる。 

 在宅の介護で疲労した家族の訴えのみに対応して過剰投薬を行い、BPSDの悪化を招く。 

 

②住み慣れた地域での生活が困難な事情等による、社会的要因 

【研究会での主な意見】 

 都市部も地方も老老介護の世帯や独居高齢世帯が増えてきている。 

 日本国民の生活自体、自宅で暮らし続けていくことが非常に難しくなった、あるいは

コミュニティが崩れてきた中で、どういった対応がこれから必要なのか。 

 介護サービスやケアマネジメントが不足だけでなく脆弱である。 

 サ高住や有料老人ホームは増加しつつある。しかし、そのような住まいで、増え続け

る認知症の方々、特に重度の方を受け入れられる体制にあるかというと難しい。 

 地域側の要因が、退院だけでなく入院時の誘因にならないよう、別々の対策が必要。 

 

 

3.4.論点３：介護を行う場合に必要となる（精神科）医療支援内容の把握 

①基本的には介護サービスによる的確な支援により地域・在宅で生活した方が認知症の人

も落ち着くことから、医療の支援は最小限・必要時に得られればよいとする場合の、精

神科医療の支援内容や範囲 

【研究会での主な意見】 

 介護施設でも、確定診断、投薬の微調整に認知症専門医の支援は重要で、BPSD の改善

の幅が広がり、医療と介護の連携の必要性を強く感じるが、診断や薬の微調整を入院

でやらなければならないかという疑問が残る。入院の要否の線引きは非常に難しい。 

 急性期の非常に激しい精神症状が出た人は疾病であるのでやはり精神科の力を借りな

いと介護の力ではどうにもならないが、入院して 1 か月位で退院している状況。心理

的な状況や行動上の問題は介護の力でどうにでもなる。陽性の精神症状さえ治まれば

できるだけ早く戻して下さいとお願いしている。家族の支援をどうするか、訪問診療

体制があればグループホームでも十分見られる経験をしているので、精神科医療は絶

対に必要だが極めて限定的に考えてもいいのではないか。 

 生活の場で生活を一緒にしながら（介護）支援していくことで BPSD がなくなっていく
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ことも多い。生活の場での精神医療の中身を膨らませなくてはいけない。 

 

 

3.5.論点４：受け皿となる地域の支援体制の確立 

①認知症でも地域で生活し続けることができるような住まい（介護施設やケア付きの高

齢者向け住宅等）の整備が必要 

【研究会での主な意見】 

 障害者ケアでは、住環境を整えて生活の楽しみを導入し、コミュニケーションをうま

く図ることで身体拘束をゼロにできている。認知症ケアでも行動障害に住環境やコミ

ュニケーション改善が有効であれば、入院はむしろこうした取組の逆ではないか。 

 独居高齢世帯や老老世帯の増加を考えると基本的にはグループホームや小規模多機能

居宅介護をある程度拡充していかないと精神科病院からの退院は難しい。 

 介護の現場で馴染みの環境を作ってあげると BPSD が起こりにくい。 

 認知症の人には介護職の訓練も含め環境要因の調整が非常に重要。 

 サ高住や有料老人ホームは増加しつつある。しかし、そのような住まいで、増え続け

る認知症の方々、特に重度の方を受け入れられる体制にあるかというと難しい。 

 サ高住あるいは有料老人ホーム等に個室に 1人で住まわれるのは、認知症の方が個室

に 1人で、夜中も誰も見ていない状況の中で暮らすということで、本当にできるのか。 

 

②認知症の人の住まいに必要となる、医療・介護サービスの入り方（訪問診療、訪問看

護や訪問介護等） 

【研究会での主な意見】 

 認知症状が出現して家族の負担が増えてきた時に、外来というのは難しいのではない

か。地域の介護と外来ではなく訪問診療のような精神医療があれば、地域の中で支え

ることができるのではないか。 

 

③医療関係者・介護関係者・家族等への、認知症に対する正しい理解のための教育・啓

発、理解が進んだことによる全体としての体制整備 

【研究会での主な意見】 

 認知症ケアは自治体によっては深刻な地域課題であると受け止めている。 

 地域で認知症の人を支える医療システムを作っていくことが重要。 

 超高齢社会になって認知症の人は益々増加するので、いわゆる専門家集団だけではマ

ンパワー的に全ての認知症の人に対応するのは困難。 

 認知症医療に関する思い込みや誤解を解いていって、認知症に関する「正しい医療」

を啓発していくという活動を学会は展開すべき。 
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3.6.論点５：認知症の人の受療環境の整備 

①認知症の人の、精神疾患以外の疾患での、一般の医療機関の理解・受け入れに向けた

取組が必要 

【研究会での主な意見】 

 認知症の人への医療全般が未成熟・未整理で、精神科のみならず一般病院についても

骨折して入院してもきちんとした医療が受けられない。救急車に乗って長時間探さな

いと認知症というだけで受け入れて貰えないこともある。 

 一般の医療機関も（今の体制では）心筋梗塞等命に係わる急性疾患患者が多数居る時

に、丁寧に認知症の人への一般の医療ができないのではないか。 

 一般の医療機関に入院する患者についての入院基準とか地域移行の問題は考えなくて

いいのか。 

 

 

3.7.論点６：議論の出発点となるデータ・実態の把握 

議論の出発点である、精神病床の平均在院日数の長さをはじめとした、次の①～③に関

するデータの再点検、実態把握等が必要。 

 

①精神科病院での認知症の人の在院日数が他に比べて圧倒的に長期間となっていること

についての、正確なデータ・実態の把握の必要性（他の疾患での入院の除外等共通の

算出方法での欧米との比較） 

【研究会での主な意見】 

 欧米では認知症の患者は精神病床でなく認知症専門病棟に入院する、米国ではホスピ

タルフィーが高額で入院したくても入院していられない、ドイツではリゾートホテル

を改築して長期入院させているがこういう施設を精神科病床にカウントしていない等

それぞれ異なる事情がある（海外と日本では統計の前提が異なる）ため、在院日数が

非常に短い。 

 日本のスケールに合わせて作り直した統計データが欲しい。 

 

②精神科病院における社会的入院の実態（人数・入院患者に占める割合、在院日数、社

会的入院の理由、地域による差異の有無等）の把握の必要性 

【研究会での主な意見】 

 精神科病院には社会的入院というのはないと言っていいのか。 

 施設待ちの患者は、社会的入院に当たるのではないか。 

 （社会的入院について）言葉の定義を厳密にしながらという議論ではなくて、全体像

をどういうふうに把握するか。 

 

③精神科病院における治療の実態（どの様な専門性・特性があるのか、専門医の専門性

の程度や養成状況、治療の密度や頻度、治療に要する平均的な日数等）の把握 

【研究会での主な意見】 

 どういうケアが精神科病棟で行われているかというエビデンスは少ない。 

 精神科病院に入院するしか提供できないような、独自の専門性の高い治療が必要な人
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はどういう人かを明らかにすればよい。それは治療の実態について、当然ながらケア

も含めて明らかにするようなデータが要る。 

 長期間の医療ケアが必要であるならばその根拠を示す必要がある。 

 一般の医療機関に入院している患者の入院基準とか地域移行の問題は考えなくていい

のか。 

 精神科の関係者が、世の中で進んでいる程認知症に対する理解を進めてきたかという

疑問は残る。 
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第３章 考察 

1.今後必要な検討内容 

第 2 章 3 に整理した今後の論点・課題等を踏まえ、研究会の今後の議論の進行に向け、

必要となる検討・取組内容を整理すると、全体像として次の図のようになる。 

 

 

 

入院治療が必要な病態像の明確化を裏返すと、できる限り住み慣れた地域で暮らし続け

られる条件の明確化とも言え、暮らし続けられる環境が整えば、入院や長期入院がなくな

っていくと共に、病態像も明確化されるものと考えられる。 

研究会での議論・検討を進めていく上では、ファクトベースでの議論が重要であること

から、各論点の検討に際しては、参考・前提となるデータ・実態の把握も併せて進めるこ

とが求められる。 
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2.大まかな取組の方向性 

2.1.取組の順番 

各論点の実施の順番としては、まず在院日数の長い原因から議論を着手する。その前提

として在院日数等に関するデータの再確認を併せて行う。 

続いて在院日数と同種の論点として入院の原因について議論・整理する。そのために専

門家による医学的な入院の適応及び適切な入院期間、退院可能な状態を明確にし、それ以

外の要因と区別して議論する。 

これらの整理を通じ、地域での生活の継続に必要な条件が見えてくることから、具体的

な条件である「受け皿となる地域の支援体制」「介護が必要とする精神科医療の支援内容」

「認知症の人の受療環境」について必要となる事項・取組等を議論・整理する。 

 

 

2.2.各論点の取組の方向性 

(1)は「（本来ならできるはずの）退院ができない理由」、(2)は「（本来ならしなくてよい）

入院が必要な理由」であり、その原因は相互に関係（あるいは共通）していることから、

場合によっては一体的に議論・整理することも考えられる。 

 

(1) なぜ日本の精神科病院は入院が長いのか 

(6)で後述する、精神科病院の在院日数、社会的入院の実態、治療内容等を明らかに

し共有した上で、主に以下の点についての議論・検討が必要と考えられる。 

 医学的要因・社会的要因・制度的要因の 3つの要因に分類した上での、個別要因毎

の寄与・影響の度合い 

 個別要因別の解決の方向性 

 問題要因を解決している事例とその解決手法 

 

(2) なぜ認知症の人を精神科病院に入院させるのか 

(1)と同様、(6)で明らかにし共有した上で、主に(1)に挙げた 3 点についての議論・

検討が必要と考えられる。 

 

(3) 介護を行う場合に必要となる（精神科）医療支援内容の把握 

今回の研究会では、介護の現場を知る委員の多くから、認知症の人が地域で介護を受

けながら生活を送る上でも精神科医療の支援は必要だとの声が聞かれたが、同時に訪問

診療の形態や入院であっても短期間である等、介護現場での精神科医療は限定的なもの

が望ましいという意見が多かった。 

次のステップでは、現在介護を受けながら生活する者に対して提供されている精神科

医療の実態と効果や、必要な精神科医療はどのようなものなのか、介護形態等の分類毎

に検討する必要があることから、「入院を前提としない地域での生活」（介護サービスを

受けている生活）において必要とする精神科医療の支援について、以下の検討が必要と

考えられる。 

 現在行われている精神科医療支援の実態（内容、範囲、水準）と効果 
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 必要とする精神科医療支援（内容、範囲、水準） 

 在宅介護・施設介護の別による必要な医療支援の差異 

 病状やその他生活形態による必要な精神科医療支援の差異 

 

(4) 受け皿となる地域の支援体制の確立 

「入院を前提としない地域での生活」を実現するための地域での「受け皿」となる地

域の支援体制のあり方について、以下の検討が必要と考えられる。 

 望ましい住み方や施設の形態 

 望ましい医療・介護の入り方（生活の一部としての形態） 

 対象別の教育・啓発、理解による地域での支援体制全体の整備（医療職・介護職・

家族・地域住民一般等、対象別の教育・啓発と理解促進、ソーシャルワーク機能の

更なる充実 等） 

 

(5) 認知症の人の受療環境の整備 

一般病院での認知症の人の治療については、今回の議論においても受入拒否や精神科

病院への転院等の問題が指摘された。これらの実態を把握した上で、問題解決の方向性

や、精神科病院と同様に一般の医療機関においても認知症の人の入院・治療・退院の基

準について、医学的見地だけでなく社会環境全般から見て検討するものとし、主に次の

点の検討が必要と考えられる。 

 一般病院での入院・治療・退院における問題点と解決の方向性 

 

(6) 議論の出発点となるデータ・実態の把握 

今回の議論では、各論点以前に、認知症や精神科病院についてのデータ・実態が充分

に把握・共有されておらず、検討のハードルとなったり、誤解を招く要因となったりし

ているとの意見が多く聞かれた。 

このため、今後の検討においてはこうした議論の出発点となるデータ・実態の把握・

整理を、研究会における検討とは別の調査研究として速やかに実施し、ある程度正確な

データ・実態を委員が共有した上で今後の議論・検討を進めることが望ましい。 

しかし、これらの調査分析だけでも相当の時間と費用を要するものも少なくないと考

えられることから、既存資料・データ等可能な範囲で速やかに共有できるものや、関係

者の実態ヒアリング等に代え、研究会での討議は同時進行で進めていく必要があると考

えられる。 

精神科病院で

の在院日数 

治療病棟、療養病棟等病棟別、施設による対象患者・他の疾患による入

院が含まれていないか等、国際比較可能な形でのデータの整理 

社会的入院の

実態 

割合・人数 

在院日数 

主たる入院理由/退院できない理由 

地域（出身地・入院地）の特性や差異   等 

精神科病院の

治療内容 

精神科病院でなくては（あるいは入院でなくては）できない治療内容の専

門性・特性 

専門医の専門性の内容、養成状況（方法・数等） 
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治療の密度・頻度（介護側のケアとの差異） 

治療に要する平均的な日数   等 

 



資料編（研究会配布資料） 目次 

 

 

【資料】 

「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会」議事次第････････････ 資料編 1 

出席者名簿････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 資料編 2 

座席表････ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････資料編 3 

資料１ 「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会」設置要綱････ 資料編 4 

資料２ 今後の予定（案）･･････････････････････････････････････････････････････････ 資料編 6 

 

 

【参考資料】 

参考資料１ 「認知症の人の精神科入院と在宅支援の現状について」･････････････････ 参考資料 1 

参考資料２ 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 2R とりまとめ･･ 参考資料 15 

参考資料３ 今後の認知症施策の方向性について･･･････････････････････････････････ 参考資料 41 

参考資料４ 認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）･････････････････････････ 参考資料 74 



 



認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会 

 

― 議事次第 ― 

 

日時： 平成25年 3月 22日（金） 

10:00～12:00 

場所： 霞山会館 霞山の間 

 

 

1. 開会 

 

2. 挨拶 

 

3. 議事 

 

(１) 認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方について 
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資料 1 

 

 

 

「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会」設置要綱 

 

 

1. 趣旨 

 平成 24 年 9 月 5 日に発表された「認知症施策推進 5 か年計画」において、地域での生活

を支える医療サービスの構築の一環として「精神科病院に入院が必要な状態像の明確化」

について平成 24 年度からの調査・研究の実施が示された。 

これを踏まえ、精神科病院における入院が必要な病態像を明らかにするとともに、「認知

症になっても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続け

る」という考え方に基づき、認知症の人の精神科入院医療と在宅における支援のあり方に

ついて議論するため、平成 24 年度老人保健健康増進等事業として、本研究会を設置する。 

 

2. 主な検討事項 

(1) 精神科病院における入院治療を必要とする病態像 

(2) 認知症の人の地域・在宅生活継続を可能とするための支援条件および家庭環境状況 

 

3. 研究会の構成 

 研究会は、別紙に掲げる者を委員とする。 

 

4. スケジュール 

 平成 25 年中にとりまとめを行う。 

 

5. 研究会の運営 

 (1) 研究会は、座長がこれを招集する。副座長はこれを補佐し、座長に事故ある時は 

副座長がこれを代行する。 

 (2) 研究会は、原則公開とする。 
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別紙 

 

 

委員 

 

 

新井平伊  公益社団法人 日本老年精神医学会 

石田光広  稲城市役所 

岩尾 貢  公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 

大内尉義  社団法人 日本老年医学会 

大島伸一  独立行政法人国立長寿医療研究センター 

鴻江圭子  公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

齋藤訓子  一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

助川未枝保  一般社団法人 日本介護支援専門員協会 

髙見国生  公益社団法人 認知症の人と家族の会 

筒井孝子  国立保健医療科学院 

内藤圭之  公益社団法人 全国老人保健施設協会 

新田國夫  一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会 

野澤和弘  株式会社 毎日新聞社 

松谷有希雄  国立保健医療科学院 

三上裕司  社団法人 日本医師会 

宮島 渡  全国小規模多機能居宅介護事業者連絡会 

森 啓   日本認知症学会 

山崎 學  公益社団法人 日本精神科病院協会 

 

 

（五十音順 敬称略） 
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今後の予定（案）

3月22日 第一回研究会 委員による意見交換

平成24年度

7～11月 3~4回 ① 課題の抽出

② 課題別ヒアリング

③ 検討項目ごとの討議

（必要に応じワーキング設置）

報告

平成25年度

日程 内容

12月 1～2回 とりまとめに向けた議論

6月 検討事項について各委員から意見聴取

資料2
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認知症の人の精神科入院と
在宅支援の現状について

参考資料1

認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会 第1回

※※平成平成2424年（年（2012)2012)を推計すると、３０５万人となる。を推計すると、３０５万人となる。

※※下段は下段は6565歳以上人口に対する比率歳以上人口に対する比率

将来推計（年）
平成14年
(2002)

平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

平成32年
(2020)

平成37年
(2025)

日常生活自立度

Ⅱ以上

149 208 250 289 323

6.3% 7.2% 7.6% 8.4% 9.3%

（参考：平成15年 高齢者介護研究会報告書）

将来推計（年）
平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

平成32年
(2020)

平成37年
(2025)

日常生活自立度

Ⅱ以上

280 345 410 470
9.5% 10.2% 11.3% 12.8%

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について

〔算出方法〕
①平成22年１年間の要介護認定データを基に、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者割合を算

出した。
②年間データでは同一人物で複数回要介護認定を受けている者がいるので、平成１５年と同月である平成22年9月の

要介護認定データに上記①の割合（性別・年齢階級別・要介護度別認知症高齢者割合）を乗じて算出した。

（単位：万人）

（単位：万人）

１．認知症高齢者数

○ 平成22年（2010）で 「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ（※）以上の高齢者数は
280万人であった。

※※ ただし、この推計では、要介護認定申請を行っていない認知症高齢者は含まれない

※※ 日常生活自立度Ⅱとは、日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意すれば自立で

きる状態。（次頁の参考「認知症高齢者の日常生活自立度」参照）

２．将来推計

〔算出方法〕
○将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所：H24.1推計。死亡中位出生中位）に、上記１の算出方法による平

成22年9月の認知症高齢者割合を性別年齢階級別に乗じて推計した。

1
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認知症高齢者の日常生活自立度

判　　定　　基　　準 見られる症状・行動の例

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立し
ている。

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見ら
れても、誰かが注意していれば自立できる。

Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。
たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたこと
にミスが目立つ等

Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。
服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応などひとりで留守番
ができない等

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見
られ、介護を必要とする。

Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる、やたらに物
を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不
始末、不潔行為、性的異常行為等

Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢａに同じ

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見
られ、常に介護を必要とする。

ランクⅢに同じ

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療
を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問
題行動が継続する状態等

Ｍ

ランク

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

（参考）

居宅 特定施設
グループ
ホーム

介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設等

医療機関 合計

日常生活自立度

Ⅱ以上
140 10 14 41 36 38 280

（単位：万人）
3．認知症高齢者の居場所別内訳（平成22年９月末現在）

※端数処理の関係により合計は一致しない。
※介護老人保健施設等には、介護療養型医療施設が含まれている。

2

認知症患者数の年次推移認知症患者数の年次推移 ((外来外来))

6.86.8万人万人

9.49.4万人万人

15.415.4万人万人

23.823.8万人万人

３０３０.6.6万人万人

４３４３..２万人２万人

【【出典出典】】患者調査患者調査※※H23H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている
3
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認知症疾患を主傷病名とする入院患者の認知症疾患を主傷病名とする入院患者の
病床別割合の年次推移病床別割合の年次推移

（血管性及び詳細不明の認知症＋アルツハイマー病）（血管性及び詳細不明の認知症＋アルツハイマー病）

54.654.6

71.171.1

75.475.4

77.877.8

（千人）（千人）

出典：患者調査出典：患者調査
※※一般診療所を除く一般診療所を除く

6767％％

6262％％

6565％％

6868％％

6969％％

※※H23H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 4

病床種類別の認知症入院患者の平均在院日数

資料：平成23年患者調査※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている

1年

(日)

5
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認知症疾患治療病棟に入院している患者の割合（H20年）

精神障害保健課調べ

57%

29%

平均入院率（月）

入院月
6

④

39.3%

③

50.5%

②

2.8%

①7.4%

セルフケア能力の問題 50.7%

迷惑行為を起こす可能性 10.0%

重度の陽性症状（幻覚・妄想） 5.6%

他害行為の危険性 4.3%

治療・服薬への心理的抵抗 1.5%

自傷行為・自殺企図の危険性 1.0%

重度の多飲水・水中毒 0.7%

ｱﾙｺｰﾙ・薬物・有機溶剤等の乱用 0.4%

その他 25.8%

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と 適化に関する総合研究」分担研究）

退院の可能性がない患者における主な理由

居住先・支援が整った場合の退院可能性

（有効回答数 1,057人）

7

①：現在の状態でも、居住先・支援が整えば退院は可能
②：状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来（６ヶ月以内）には退院が可能になる

③：状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来（６ヶ月以内）には可能になる
④：状態の改善が見込まれず、居住先・支援を整えても近い将来（６ヶ月以内）の退院の可能性はない

認知症による精神病床入院患者の退院可能性と理由認知症による精神病床入院患者の退院可能性と理由

（有効回答数 3,458人)

7
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（Ｎ＝４５３）
入院の理由

「新たな地域精神医療体制の構築に向けた検討チーム2R」 追加調査

8

（Ｎ＝２８３）
「退院の可能性が無い」群の理由

「新たな地域精神医療体制の構築に向けた検討チーム2R」 追加調査

9
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認知症入院期間の国際比較

(日)

日本は患者調査（2011）

それ以外はOECD Health Data（2010/ 米国と豪州のみ2009）

国により計算法の詳細は異なる
10

認知症国家戦略に関する国際政策シンポジウム認知症国家戦略に関する国際政策シンポジウム
平成25年1月29日（九段）

認知症国家戦略を打ち出し、サービス改革
等を強力に推進する国々から政策関係者
を招聘。認知症政策の国際動向を把握。

認知症国家戦略を打ち出し、サービス改革
等を強力に推進する国々から政策関係者
を招聘。認知症政策の国際動向を把握。

共通する理念と推進体制共通する理念と推進体制

認知症の人の思いを尊重し住み慣れた地域での生活の継続を目指す

＜参加6カ国＞ イギリス、フランス、オーストラリア、デンマーク、オランダ、日本

基本的理念基本的理念

首相・大統領レベルのリーダーシップ、当事者・市民の積極的関与推進体制推進体制

地域生活を可能とするための共通戦略（例）地域生活を可能とするための共通戦略（例）

本人の意思や希望を初期に確認し、それを尊重したケアの提供事前の意思表示事前の意思表示

早期のタイムリーで適切な診断と支援により危機を事前に防ぐ予防的ケア体制

レスパイトやカウンセリングなどの家族介護者（ケアラー）支援を強化

行動・心理症状等への心理・社会的ケアの強化、抗精神病薬使用の低減

ケアラー支援ケアラー支援

行動・心理症状
への対応

行動・心理症状
への対応

早期・事前的対応早期・事前的対応

認知症に対する理解と意識の向上を図る普及・啓発普及・啓発 11
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（例）デンマークにおける認知症支援連携

認知症
コーディネーター

認知症の人

家族・地域

啓発・情報提供 PT,OT,ST,CSW, 地域資源

介護職員

在宅生活支援や
権利擁護

ニーズ把握

教育・指導

ホームドクター

地域高齢者精神医療班
（主に病院に帰属）

• 看護師or社会保険介護士
から養成

• 5万人の町に2人

② 診断依頼

③ 訪問診察
(可能な限り多職種で)

④ 診断の結果、主治医の
継続診断か治療を引き
継ぐかを判断

④ 教育・指導

④ 啓発・情報提供

• 高齢者人口15,00人に1チーム
• 担当患者は常時200人ほど

(ミドルファート市の例)

① 気づき

※ 丸数字は認知症診療における流れ

12

認知症疾患医療センター運営事業

内科医等のいわゆる「かかりつけ医」

医療（うち入院1/4） 介護

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

介護職
ホーム

ヘルパー等

介護サービス
・特養
・老健
・認知症
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

・居宅

認知症疾患医療センター

紹介

紹介

周辺症状により
専門医療が必要な
認知症疾患患者

物忘れ外来 精神科外来

サポート医

紹介

紹介

連携

紹介

認知症疾患医療センター
設置場所；身体的検査、画像診断、神経心理学的検査等の総合的評価が可能な病院に設置
設置数；全国（都道府県・指定都市）に約１７５ヶ所設置予定
人員；専門医療を行える医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等

情報センター情報センター
普及啓発
認知症に関する情報発
信
一般相談
住民からの相談に対応

専門医療の提供専門医療の提供
詳細な鑑別診断
急性精神症状への対
応
身体合併症への対応

地域連携の強化地域連携の強化
顔の見える連携体制
の構築
研修会の実施
専門相談
連携担当者の配置に
よる地域
介護との連携

連携担当
者の配置

［基幹型（総合病院）］

専門医療の提供専門医療の提供
周辺症状や身体合併症に対応する双方の医療の提供
入院治療のための空床の確保

［地域型

（単科精神科

病院等）］

13
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介護保険サービスの推移
（事業所数）

（ヶ所）

14

介護保険サービスの推移
（受給者数）

（万人）

15
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○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、
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 後まで続けることが
できるようになる。

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

２０２５年の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

■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
・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

・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。

【地域包括ケアの５つの視点による取組み】
地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組みが包括的（利用者のニーズに応じた①～⑤の適切な組み合わせ

によるサービス提供）、継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に行われることが必須。
①医療との連携強化
②介護サービスの充実強化
③予防の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備（国交省と連携）

■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
・地域の連携病院

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

・急性期病院
・亜急性期・回復期

リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

地域包括ケアシステム

■介護予防サービス

16

① 市民後見人の活用

今後、親族等による成年後見の困難な者が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の

支援などを 中心に、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えられることから、市町村

は、市民後見人を育成及びその活用を図るため必要な措置を講ずるよう努めることとする。 (老人

福祉法第三十二の二)

② 認知症に関する調査研究の推進

国、地方公共団体は、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応

じた介護方法に関する調査研究の推進等に努めることとする。

(介護保険法第五条の二)

③ 市町村介護保険事業計画の見直し

市町村介護保険事業計画において、認知症である被保険者の地域における自立した日常生活

の支援に関する事項について定めるよう努めることとする。

(介護保険法第百十七条第三項第五号)

介護保険法等の改正※

下記の①から③につき努力義務を明記

※平成24年4月1日施行
17
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高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される
「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要

1 医療と介護の連携の強化等

① 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援（地域包括ケア）を推進。
② 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
③ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスを創設。

④ 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
⑤ 介護療養病床の廃止期限（平成24年３月末）を猶予。（新たな指定は行わない。）

２ 介護人材の確保とサービスの質の向上
① 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
② 介護福祉士の資格取得方法の見直し（平成24年４月実施予定）を延期。

③ 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。
④ 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

３ 高齢者の住まいの整備等
○ 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。

※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進（高齢者住まい法の改正）

４ 認知症対策の推進
① 市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
② 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

５ 保険者による主体的な取組の推進
① 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
② 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

６ 保険料の上昇の緩和
○ 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

【施行日】
１⑤、２②については公布日施行。その他は平成２４年４月１日施行。

18

24時間対応の定期巡回・随時対応サービスについて

○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組みが不
足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。

○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応
型訪問介護看護」を創設（2012年４月）。

○ 2013年1月末現在では、94保険者（市町村等）、161事業所が指定。利用者数は1,625人。

＜参考＞

１．第５期介護保険事業計画での実施見込み

平成24年度 平成25年度 平成26年度

１８９保険者
（０．６万人／日）

２８３保険者
（１．２万人／日）

３２９保険者
（１．７万人／日）

２．社会保障と税の一体改革での今後の利用見込み

平成27年度 平成37年度

１万人／日 １５万人／日

月

火

水

木

金

土

日

6時

水分補給
更衣介助

排せつ介助
食事介助
体位交換

排せつ介助
食事介助

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時

通所介護

通所介護

定期巡
回

随時訪
問

訪問看
護

オペレーター

随時対応
利用者からの通報により、
電話やICT機器等による応対・
訪問などの随時対応を行う

通報

定期巡回型訪問

定期巡回型訪問

訪問介護と訪問看護が一
体的又は密接に連携しな
がら、
定期巡回型訪問を行う

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞

＜サービス提供の例
＞

・日中・夜間を通じてサービスを受ける
ことが可能

・訪問介護と訪問看護を一体的に受け
ることが可能

・定期的な訪問だけではなく、必要なと

きに随時サービスを受けることが可能

夜間・深夜の対応は日中と比べて少なく、

利用者からのコールも少ない。（イメージ

が実態と大きく異なっていることが多い。）

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】

参入していない事業者は、
「夜間・深夜の対応が中心」
「コール対応が中心」 等のイメージ

実態は、

体位変
換

水分補
給
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○ 訪問看護と小規模多機能型居宅介護の複数のサービスを組み合わせた複合型サービス事業
所を創設し、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護者への支援の
充実を図る。

通い

泊まり

※ 地域密着型サービス

○利用者が住み慣れた地域で生活継続できるよう、利用者の病状、心身
の状況、希望や環境を踏まえ、通いサービス、訪問サービス及び宿泊
サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で行う
もの

○主治医との密接な連携を図る

看護

泊まり 通い 訪問

介護

複合型サービス事業所
（訪問看護と小規模多機能型居宅介護との複合）

利用者ニーズに応じた
柔軟な対応

主治医
による
指示

複合型サービスの創設
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ＢＰＳＤを有する患者への精神科医療
○ＢＰＳＤへの適切な治療
○ＢＰＳＤを伴う認知症患者への円滑な医療の提供
○認知症患者に必要な入院医療
○治療抵抗性の重度の認知症患者の状態像の整理とその受入れ

ＢＰＳＤを有する患者への精神科医療
○ＢＰＳＤへの適切な治療
○ＢＰＳＤを伴う認知症患者への円滑な医療の提供
○認知症患者に必要な入院医療
○治療抵抗性の重度の認知症患者の状態像の整理とその受入れ

身体疾患を合併している認知症患者への入院医療
○合併症の状態像に応じた精神病床の受入先
○慢性疾患を合併している認知症患者への対応
○精神科医療機関と一般医療機関間の連携のあり方

認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取組
○医療・介護双方の理解の向上 ○入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化【再掲】
○施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援）【再掲】

症状の面からみて退院可能と判断される認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整備
○居住系施設等やサービス支援の整備 ○退院支援・地域連携クリティカルパスの導入

⇒当面の取組として、退院支援・地域連携クリティカルパスの導入を通じて、地域における取組を試行しながら、検討していくことが必要

認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取組
○医療・介護双方の理解の向上 ○入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化【再掲】
○施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援）【再掲】

症状の面からみて退院可能と判断される認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整備
○居住系施設等やサービス支援の整備 ○退院支援・地域連携クリティカルパスの導入

⇒当面の取組として、退院支援・地域連携クリティカルパスの導入を通じて、地域における取組を試行しながら、検討していくことが必要

（本人）

地域での生活を支えるための精神科医療
○専門医療機関による早期の診断
○家族や介護者への相談支援や訪問支援
○認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のアドバイス
○施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援）
○精神症状等で緊急を要する認知症患者への２４時間の対応体制の整備
○精神科作業療法や重度認知症デイ・ケアの提供

地域での生活を支えるための精神科医療
○専門医療機関による早期の診断
○家族や介護者への相談支援や訪問支援
○認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のアドバイス
○施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援）
○精神症状等で緊急を要する認知症患者への２４時間の対応体制の整備
○精神科作業療法や重度認知症デイ・ケアの提供

（家族・介護者）

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療）
とりまとめ 概要 具体的な方向性

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療）
とりまとめ 概要 具体的な方向性 平成２３年１１月２９日

（介護サービス事業所等）

（自宅、居住系施設等） （自宅、居住系施設等）
（精神科医療機関）

地域全体の支援機能
○地域住民や地域の他施設との連携強化
○地域住民への啓発活動

（本人）

（家族・介護者）

認
知
症
患
者
に
対
す
る
精
神
科
医
療
の
役
割
の
明
確
化

認
知
症
患
者
に
対
す
る
精
神
科
医
療
の
役
割
の
明
確
化

受
け
皿
や
支
援
の
整
備

受
け
皿
や
支
援
の
整
備

認知症疾患医療センター
○身近なところに新たな類型の認知症疾患医療センターを整備
○若年性認知症への対応
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①入院を前提と考えるのではなく、地域での生活を支えるための精神科医療とすること、
②ＢＰＳＤや身体疾患の合併により入院が必要となる場合には、速やかに症状の軽減を目指し、退院促進すること、
との精神科医療の提供に係る基本的考え方を前提として、
平成３２年度までに、精神科病院に入院した認知症患者のうち、５０％が退院するまでの期間を、入院から２ヶ月とする
（現在の６ヶ月から大幅に短縮）

退院に着目した目標値の実現に向け、
●「退院支援・地域連携クリティカルパス」の開発・試行・普及を通じて、退院後の地域における受け皿の
整備に向けた取組を確実に進めるとともに、介護保険事業計画への反映方法を検討し、各自治体におけ
る第６期介護保険事業計画以降のサービス見込み量の算定につなげていく
●取組の進み具合を定期的に把握する
●障害保健福祉部と老健局とが連携しながら、整備を進めていく

退院に着目した目標値退院に着目した目標値

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療）
とりまとめ 概要 認知症を考慮した目標値

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療）
とりまとめ 概要 認知症を考慮した目標値 平成２３年１１月２９日

目標値に関する議論の過程において、
●退院に着目した目標値だけでは不十分であり、入院に着目した目標値（例えば、精神病床での認知症による入院者数
に関する目標値、入院が必要な人の状態像の明確化、できるだけ入院に至らないための地域支援の拡充に関する目標
値）も併せて設定すべきとの強い意見があった。
●これに対して、「入院を前提とせず、地域生活を支えるための精神科医療とする」との前提の下、入院が必要な人を入
院させるのであって、入院に着目した目標値は不要との強い意見が出され、賛否両論の議論が交わされた。

入院を前提とせず、地域生活を支えるための地域支援の拡充に関する目標値については、
今後、老健局をはじめとして障害保健福祉部など関係部局が連携し、適切に検討が深められることを求
める

入院に着目した目標値入院に着目した目標値
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○ 「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、｢認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域
のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指す。

○ この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの「ケアの流れ」を変え、むしろ逆の流れとする標準的な
認知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）を構築することを、基本目標とする。

今後目指すべき基本目標－ケアの流れを変える－今後目指すべき基本目標－ケアの流れを変える－

２ 早 期 診 断 ・ 早 期 対 応

３ 地域での生活を支える医療サービスの構築

気づき～診断まで 日常在宅ケア 日常在宅ケア急性増悪期ケア

５ 地域での日常生活・家族の支援の強化

自宅
家族

本人

気づき

自宅
家族

本人

自宅

家族

本人

認知症初期集中
支援チーム

認知症疾患
医療センター確定診断

かかりつけ医
認知症
疑い

日常診療

居宅サービス
地域密着型サービス等

短期入所等施設を
利用したサービス

認知症行動・心理症状悪化時
などの急性増悪期診療

短期治療
（精神科医療機関等）

日常診療

急性
増悪期

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、
いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理解
できるよう、標準的な認知症ケアパスの作成と普及を推進する。

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、
いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理解
できるよう、標準的な認知症ケアパスの作成と普及を推進する。

１ 標準的な認知症ケアパスの作成・普及

「認知症初期集中支
援

チーム」の設置

かかりつけ医の認知症対応力の向上

「身近型認知症疾患医療セン
ター」の整備

「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 一般病院での認知症の人の手術、処置等の実施の確保

精神科病院に入院が必要な
状態像の明確化

精神科病院からの円滑な退院・
在宅復帰の支援

一般病院・介護保険施設等
での認知症対応力の向上

４ 地域での生活を支える介護サービスの構築

認知症にふさわしい
介護サービスの整備

認知症行動・心理症状が原因で在宅生活が
困難となった場合の介護保険施設等での対応

「グループホーム」の活用の推
進

６ 若年性認知症の特性に配慮し、支援のためのハンドブックを作成、配布するとともに、本人や関係者等が交流できる居場所づくりの設置等を促進する

７ 認知症の人への医療・介護を含む一体的な生活の支援として「認知症ライフサポートモデル」を策定し、これらを踏まえ医療・介護サービスを担う人材を育成する

「認知症地域支援推進員」の設置「認知症サポーターキャラバン」の継続的な実施 市民後見人の育成と活動支援家族に対する支援

老健施設・特養等

今後の認知症施策の方向性について
とりまとめ 概要

今後の認知症施策の方向性について
とりまとめ 概要 平成24年6月18日
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○ 一般病院勤務の医師、看護師をはじめとする医療従事者が、認知症ケアについて理解し適切な対応が
できるよう研修を拡充する。

○ 入院が必要な状態像の明確化については、今後、医療従事者、介護関係者を含めた有識者等により十
分な調査、研究を行うなど、コンセンサスの形成に努める。

○認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、「グループホーム」、「小規模多機
能型居宅介護」などを始めとした地域密着型サービスの拡充を図る。

○介護従事者に対しては、認知症ケアに必要な知識や技能を身につけるため、認知症対応に関する研修を
一層充実させる。

今後の認知症施策の方向性について
とりまとめ 概要 （医療および介護の問題点部分の抜粋）

今後の認知症施策の方向性について
とりまとめ 概要 （医療および介護の問題点部分の抜粋）

認知症の人に対する医療の問題点

認知症の人に対する介護の問題点

○ 一般病院で、職員の認知症への理解や対応力の不足から、身体疾患の合併等により手術や処置等が必要な認知
症の人の入院を拒否するなどの問題が生じている。

○ また、一般病院で、行動・心理症状に対応ができないため、精神科病院に転院するケースが見られる。

○ 認知症のために精神病床に入院している患者数は、平成８年の2.8万人から平成２０年には5.2万人（いずれも患者
調査）と大幅に増加している。

○ 今後、認知症の人が増加していくことが見込まれるなかで、認知症の人が住み慣れた地域で可能な限り生活を続け
ていくためには、今までの提供水準の居住系サービスや在宅サービス等の介護サービスでは、十分に対応できな
いおそれがある。

○ 介護保険施設・事業所の職員の認知症への理解の不足から、本来は受入れ可能であるにも関わらず、認知症の人
の入所・利用を拒否するなどの問題が生じている。 また、介護保険施設等で、行動・心理症状への対応ができてい
ないため、精神科病院に入院するケースが見られる。

平成24年6月18日
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「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」（抜粋版）
（平成25年度から29年度までの計画）

１．標準的な認知症ケアパスの作成・普及
○ 「認知症ケアパス」（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作成・普及

・平成25～26年度 各市町村において、「認知症ケアパス」の作成を推進
・平成27年度以降 介護保険事業計画（市町村）に反映

２．早期診断・早期対応
○ かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数（累計）

平成２４年度末見込 ３５,０００人 → 平成２９年度末 ５０,０００人
○ 認知症サポート医養成研修の受講者数（累計）

平成２４年度末見込 ２,５００人 → 平成２９年度末 ４,０００人
○ 「認知症初期集中支援チーム」の設置

・平成25年度 全国10か所程度でモデル事業を実施
・平成26年度 全国20か所程度でモデル事業を実施
・平成27年度以降 モデル事業の実施状況等を検証し、全国普及のための制度化を検討

○ 早期診断等を担う医療機関の数
・平成24～29年度 認知症の早期診断等を行う医療機関を、約500か所整備する。

○ 地域包括支援センターにおける包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として多職種協働で実施される「地域
ケア会議」の普及・定着

・平成27年度以降 すべての市町村で実施
３．地域での生活を支える医療サービスの構築

○ 「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定
・平成25年度以降 医師向けの研修等で活用

○ 精神科病院に入院が必要な状態像の明確化
・平成24年度～ 調査・研究を実施

○ 「退院支援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診療計画）」の作成
・平成25～２６年度 クリティカルパスについて、医療従事者向けの研修会等を通じて普及。あわせて、退院見込者に

必要となる介護サービスの整備を介護保険事業計画に反映する方法を検討
・平成２７年度以降 介護保険事業計画に反映
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認知症高齢者数の居場所別内訳 平成24年度 平成29年度

認知症高齢者数 305万人 373万人

在宅介護（小規模多機能型居宅介護等を含む） 149万人 186万人

居住系サービス（認知症対応型共同生活介護等） 28万人 44万人

介護施設（介護老人福祉施設等） 89万人 105万人

医療機関 38万人 38万人

４．地域での生活を支える介護サービスの構築

５．地域での日常生活・家族の支援の強化
○ 認知症地域支援推進員の人数

平成２４年度末見込 １７５人 → 平成２９年度末 ７００人
○ 認知症サポーターの人数（累計）

平成２４年度末見込 ３５０万人 → 平成２９年度末 ６００万人
○ 市民後見人の育成・支援組織の体制を整備している市町村数

将来的に、すべての市町村(約1,700)での体制整備
○ 認知症の人やその家族等に対する支援

・平成25年度以降 「認知症カフェ」（認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場）の普及な
どにより、認知症の人やその家族等に対する支援を推進

６．若年性認知症施策の強化
○ 若年性認知症支援のハンドブックの作成

・平成24年度～ ハンドブックの作成。医療機関、市町村窓口等で若年性認知症と診断された人とその家族に配付
○ 若年性認知症の人の意見交換会開催などの事業実施都道府県数

平成２４年度見込 １7都道府県 → 平成２９年度 ４７都道府県
７．医療・介護サービスを担う人材の育成

○ 「認知症ライフサポートモデル」（認知症ケアモデル）の策定
・平成25年度以降 認知症ケアに携わる従事者向けの多職種協働研修等で活用

○ 認知症介護実践リーダー研修の受講者数（累計）
平成２４年度末見込 ２．６万人 → 平成２９年度末 ４万人

○ 認知症介護指導者養成研修の受講者数（累計）
平成２４年度末見込 １，６００人 → 平成２９年度末 ２，２００人

○ 一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講者数（累計）
新規 → 平成２９年度末 ８７，０００人

26

参考資料-14-



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 

 

第２Ｒ：認知症と精神科医療 

 

 

とりまとめ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

平成２３年１１月２９日 

 

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 

  

参考資料-15-

ritsuko
テキストボックス
参考資料2



 
 

2 
 

目 次 

はじめに ................................................................................................................................................... 3 

Ⅰ 基本的な考え方 ................................................................................................................................. 4 

Ⅱ 具体的な方向性 ................................................................................................................................. 5 

１ 認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化 ............................................................................... 5 

（１） 地域での生活を支えるための精神科医療 .................................................................................. 5 

① 専門医療機関による早期の診断 .......................................................................................................... 5 

② 認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のアドバイス ................................................................... 7 

③ 家族や介護者への相談支援や訪問支援 ................................................................................................ 7 

④ 施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援） ............................................................ 8 

⑤ 精神症状等で緊急を要する認知症患者への２４時間の対応体制 ........................................................ 8 

⑥ 精神科作業療法や重度認知症デイ・ケアの提供 ................................................................................. 8 

（２） ＢＰＳＤを有する患者への精神科医療 ...................................................................................... 8 

① ＢＰＳＤへの適切な治療 ..................................................................................................................... 9 

② ＢＰＳＤを伴う認知症患者への円滑な医療の提供（地域との連携） ................................................. 9 

③ 認知症患者に必要な入院医療 .............................................................................................................. 9 

④ 治療抵抗性の重度の認知症患者の状態像の整理とその受入れ .......................................................... 10 

（３） 身体疾患を合併している認知症患者への入院医療 .................................................................. 10 

① 合併症の状態像に応じた精神病床の受入先（総合病院精神科と精神科病院の役割分担） ............... 10 

② 慢性疾患を合併している認知症患者への対応 ................................................................................... 10 

③ 精神科医療機関と一般医療機関間の連携のあり方 ............................................................................ 10 

（４） 地域全体の支援機能 ................................................................................................................ 11 

① 地域住民や地域の他施設との連携強化 .............................................................................................. 11 

② 地域住民への啓発活動 ....................................................................................................................... 11 

２ 現在入院している認知症患者への対応及び今後症状の面からみて退院可能と判断される患者が 

地域の生活の場で暮らせるようにするための取組 ............................................................................ 11 

（１） 認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取組 ......................................... 11 

① 医療・介護双方の理解の向上 ............................................................................................................ 12 

② 入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化【再掲】 ............................................... 12 

③ 施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援）【再掲】 ............................................. 12 

（２）症状の面からみて退院可能と判断される認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整備

 .......................................................................................................................................................... 12 

① 居住系施設等やサービス支援の整備 ................................................................................................. 12 

② 退院支援・地域連携クリティカルパスの導入 ................................................................................... 14 

３ 認知症を考慮した目標値について .................................................................................................. 14 

今後に向けて .......................................................................................................................................... 20 

（参考１） 追加調査結果の概要 ......................................................................................................... 21 

（参考２） 認知症の退院支援・地域連携クリティカルパスに関する調査結果の概要 ....................... 24 

参考資料-16-



 
 

3 
 

 

 

はじめに 

 

 今後さらに進行する高齢化の中で、認知症の方をどのように支援していくかは、大変大

きな課題である。 

 

 認知症で医療機関を受療している患者数は、平成８年の１１万人から、平成２０年には

３８万人（いずれも患者調査）と、大きく増加している。これに伴い、精神病床において

認知症のために入院している患者数も、平成８年の２．８万人から、平成２０年には 

５．２万人（いずれも患者調査）と、大きく増加している。 

また、認知症による精神病床入院患者の退院可能性については、「状態の改善が見込まれ

ず、居住先・支援を整えても近い将来（６ヶ月以内）の退院の可能性はない」が約４割、

「居住先・支援が整えば、退院可能性がある」が約６割との調査結果（精神病床の利用状

況に関する調査（平成１９年度厚生労働科学研究「精神医療の質的実態把握と最適化に関

する総合研究」の分担研究））もあり、認知症患者が退院し、地域生活を継続できるような

社会資源・環境整備の必要性が指摘されている。 

統合失調症のために入院している患者は、平成８年の２１．５万人から平成２０年の  

１８．５万人へと減少（いずれも患者調査）している中で、場合によっては、認知症患者

について、いわゆる「社会的入院」の問題が再び繰り返される可能性があり、そのような

ことのないようにしなければならない、という指摘がなされている。 

一方で、家族がぎりぎりまで介護をした結果の入院であり、退院後に自宅に戻ることが

容易ではない場合も多いこと、退院患者を受け入れる介護資源が限られていること、必ず

しも地域において精神科医療と介護の間の連携が充分に取られてはいない状況もあること、

精神科医療が入院中心でありアウトリーチ（訪問支援）機能や外来機能など地域生活を支

える機能がまだ充分ではないことなどから、認知症患者が退院して、または、できる限り

入院をせずに地域で生活を継続していくためには、多くの解決しなければならない課題が

あることも事実である。 

 

こうした状況認識の下、今後の高齢化に伴い認知症の方が増加していく中で、認知症に

対する精神科医療の果たす役割を検討し、認知症の方に適切な精神科医療を提供すること

により、できる限り地域の生活の場で暮らしていけるようにすることが必要であり、「社会

的入院」を生み出さないことにもつながると考えられる。 

 

 「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」（主担当：厚生労働大臣政務

官）においては、平成２２年５月に設置後、６月にかけて、第１ラウンドの議論として、

アウトリーチ（訪問支援）の充実について議論を行い、第４回会合（６月１７日）におい
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て、「アウトリーチ支援実現に向けた考え方」をとりまとめた。 

 

 本検討チームでは、前述のような必要性と、第１ラウンドの議論の際、認知症に関して

の指摘が多数されたことから、第２ラウンドの議論として、認知症と精神科医療について

検討を行うこととしたものである。 

 

平成２２年９月２日以降、医療提供者、介護事業者、患者・家族及び行政といった様々

な視点から、同年１２月までに９回にわたる議論を重ねた。 

議論においては、認知症の方に対しては、ご本人の尊厳に配慮したケアの重要性への指

摘や、家族の介護力、必要なサービス支援、受け皿の不足等の理由によって、地域での生

活を実現できなくなるような状況を作り出してはならないといった指摘がなされるなど、

様々な意見が出されたが、いずれも共通しているのは、認知症の方への支援に当たっては、

ご本人の思いを尊重し、残された力を最大限生かしていけるような支援をすることが重要

であるとの考えであった。 

 

また、既存の調査では明確になっていなかった、認知症の入院患者の状態像と退院可能

性について、先行調査（精神病床の利用状況に関する調査（平成１９年度厚生労働科学研

究「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」の分担研究））を踏まえた追加調

査を行った（追加調査結果の概要は「参考１」に記載）。 

 

それらを踏まえ、認知症患者への精神科医療の役割や、現在入院している認知症患者へ

の対応、及び今後症状の面からみて退院可能と判断される患者が地域の生活の場で暮らせ

るようにするための取組に関し、今後の基本的な方向性について、平成２２年１２月２２

日に中間的なとりまとめを行った。 

 

さらに、その基本的な方向性及び認知症の退院支援・地域連携クリティカルパスに関す

る調査結果（結果の概要は「参考２」に記載）を踏まえ、本年５月から、改めて本検討チ

ームにおいて、現場での実践者や有識者からのヒアリングを行いつつ、認知症疾患医療セ

ンターの機能と役割を踏まえた整備目標、認知症の退院支援・地域連携クリティカルパス、

認知症の外来・訪問医療、認知症の入院医療及び認知症を考慮した目標値等について検討

を行い、昨年９月からの検討と併せて、以下のようにとりまとめたので報告する。 

 

 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 

認知症の方への支援に当たっては、ご本人の思いを尊重し、残された力を最大限生かし
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ていけるような支援をすることを前提とする。 

その上で、認知症患者に対する精神科医療の役割としては、以下の点を基本的な考え方

とすべきである。 

① 認知症の早期から、専門医療機関による正確な診断を受けることができるよう体制

の整備を目指す。  

② 入院を前提と考えるのではなく、地域での生活を支えるための精神科医療とする。

その際、アウトリーチ（訪問支援）や外来機能の充実を図り、本人だけではなく、家

族や介護者も含めて支援していく。  

③ ＢＰＳＤ（※）や身体疾患の合併により入院が必要となる場合には、速やかに症状

の軽減を目指し、退院を促進する。また、そのような医療を提供できる体制の整備を

目指す。  

④ 症状の面からみて退院可能と判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにす

るため、認知症の方の生活を支える介護保険サービスをはじめとする必要なサービス

の包括的、継続的な提供の推進等により地域で受け入れていくためのシステムづくり

を進める。  

⑤ このため、退院支援・地域連携クリティカルパスの開発、導入を通じて、入院時か

ら退院後の生活への道筋を明らかにする取組を進める。  

⑥ 症状が改善しないため入院の継続が必要な方に対して、療養環境に配慮した適切な

医療を提供する。 

⑦ 地域の中で、精神科の専門医療機関として、介護や福祉との連携、地域住民への啓

発活動に積極的な機能を果たす。  

 

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

 

Ⅱ 具体的な方向性 

 

１ 認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化 

 

（１） 地域での生活を支えるための精神科医療 

 

① 専門医療機関による早期の診断 

ＢＰＳＤが生じてから精神科を受診するのではなく、認知症の早期から、専門医療

機関を受診して、正確な診断・治療を行うことができる体制整備が必要である。 

このため、当面、１５０カ所を目標としている認知症疾患医療センター（平成２３

年９月１日現在、１１８カ所、３５道府県、８指定都市）の整備を加速化するととも

に、地域において認知症疾患医療センターが有機的に機能するよう、地方自治体の協
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力の下に、事例検討会や各地域での情報交換会などの取組を通じて、一般の精神科医

療機関、認知症サポート医や地域包括支援センター等との連携強化を図るべきである。 

認知症疾患医療センターについては、できるだけ早期に詳細な診断を行えるよう、

身近なところに認知症の専門の経験を有する医師等を配置する認知症疾患医療センタ

ーが必要であり、そのような新たな類型の認知症疾患医療センターの整備について検

討すべきである。 

また、若年性認知症については、長期間の支援が必要になるが、受け皿が少なく、

充分なサービスが提供できていないとの指摘がある。このため、認知症疾患医療セン

ターの役割として、若年性認知症への対応も検討すべきである。 

認知症疾患医療センターの機能には、早期の詳細な診断や急性期の入院医療の提供

等があるが、かかりつけの医師や在宅医療を担当する医療機関等への紹介や必要とな

るサービス支援の調整など、患者が地域に戻るための支援機能も具有すべきである。 

なお、認知症疾患医療センターについて、１５０カ所では不十分であるとの意見、

認知症サポート医について、適切に評価すべきとの意見、があった。また、本検討チ

ームの直接の検討テーマではないが、認知症についても、他の疾病と同様、予防が重

要となるとの意見があった。 

（参考） 

◆社会保障審議会介護保険部会（平成２２年１１月３０日）介護保険制度の見直しに関する意見抜粋 

認知症に関する研修を受けたかかりつけの医師、認知症サポート医を生活圏域で確保し、より一層

の活用を図るとともに、認知症疾患医療センターの整備を進めることが重要である。その際、認知症サ

ポート医について、適切に評価すべきとの意見があった。 

 

◆認知症疾患医療センター運営事業 

  保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する詳細な診断、周辺症状と身体疾患を

合併する認知症患者に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関

係者への研修等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図る 

基幹型 身体疾患を合併する認知症患者に対する救急医療機関としての機能 

（ア） 身体疾患を合併する認知症患者に関する三次救急又は二次救急医療の機能 

（イ） 精神科と一般身体科のとの院内連携の機能 

（ウ） 休日、夜間においても入院患者に対応できる病床の確保 

以上の機能に加え、地域型同様の人員配置とし、検査体制においてはＣＴ及びＭＲＩ双方を所有し、

病床においては一般病床と精神病床の双方を有することとする。 

地域型 認知症疾患の周辺症状と身体疾患を合併する認知症患者に対する急性期入院治療を行える一般

病床と精神病床を有していること。 

ただし、同一の施設において上記の一般病床と精神病床の確保が困難である場合は、以下のいず

れかを満たしていれば差し支えない。 

（ア） 認知症疾患の周辺症状に対する急性期入院治療を行える精神病床を有する病院であり、

重篤な身体疾患を合併する認知症患者に対して、入院医療等が行える他の保健医療機関との連
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携体制がとれていること。 

（イ） 身体疾患を合併する認知症患者の急性期入院治療を行える一般病床を有する病院であり、

認知症疾患の周辺症状に対する精神病床における入院医療等が行える他の保健医療機関との

連携体制がとれていること。 

 

◆認知症サポート医養成研修事業 

 認知症にかかる地域医療体制構築に中核的な役割を担う「認知症サポート医」の養成事業（平成 17

～22 年度 1,677 名のサポート医を養成） 

 

◆かかりつけ医認知症対応力向上研修事業 

認知症サポート医が都道府県医師会等と連携して地域のかかりつけ医に対し、認知症に関する知

識・技術や、本人や家族支援のための地域資源との連携等について研修を行う事業（平成 18～21 年度

26,024 人が研修を修了） 

 

◆認知症の医療体制に関する厚生労働科学研究 

  平成 21 年度厚生労働科学研究「精神科救急、特に身体疾患や認知症疾患の合併症例の対応に関する研

究」（主任研究者 黒澤尚、分担研究者 粟田主一）によると、日本老年精神医学会専門医へのアンケー

ト調査によると、認知症疾患医療センターの適正な配置として、中央値では６５歳以上高齢者人口６万

人に１カ所、７０パーセンタイル値では６５歳以上高齢者人口１０万人に１カ所との回答であったとの

報告がなされている。 

 

 

② 認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のアドバイス 

本人、家族、介護者等からの生活上の不安や疑問等にしっかりと対応することがで

きるようにするためには、精神科医療機関は、早期の正確な診断により判明した原因

疾患や、認知症の経過や状態に応じた診断を適宜行うこと等により、予測される症状

や経過を踏まえて、ＢＰＳＤの発生予防やＢＰＳＤへの対応にも役立つような適時適

切な生活のアドバイスを与えることが必要である。 

このため、外来での継続的な診療の充実を図るとともに、訪問診療や訪問看護の充

実、多職種チーム（※）によるアウトリーチ（訪問支援）の推進等により、地域包括

ケアシステムの中で、その医療面での支援を通じて、本人、家族、介護者等を包括的

に支援できる体制の確保を進めるべきである。 

 

※ 多職種チーム：医師、看護師、保健師、薬剤師、精神保健福祉士、作業療法士、理学療法士、言

語聴覚士、栄養士、ソーシャルワーカーのほか、地域包括支援センターの専門職、介護福祉士等 

 

③ 家族や介護者への相談支援や訪問支援 

認知症の方をできる限り地域で支えていくためには、家族や介護者等が２４時間 
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３６５日安心感を持って認知症の方を支えていくことができる体制を整えることが

重要である。 

このため、地域の認知症疾患医療センター、地域包括支援センター、介護サービス

事業所、介護支援専門員（ケアマネジャー）、かかりつけの医師、認知症サポート医

や精神科医療機関等がお互いの存在や活動内容を相互に認識し、情報共有に努めるな

どの連携を図ること等により、家族や介護者が随時相談することができる体制や、必

要に応じアウトリーチ（訪問支援）を提供できる体制を確保すべきである。 

 

④ 施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援） 

施設等において安心して認知症の方を受け止めることができるようにするため、精

神科医療機関から、施設等で生活する認知症の方への訪問診療や訪問看護等を積極的

に行うことが必要であり、このことは、その施設等で介護に携わる職員への支援にも

つながる。 

このため、施設等に対するアウトリーチ（訪問支援）の推進策を検討すべきである。 

  

⑤ 精神症状等で緊急を要する認知症患者への２４時間の対応体制 

精神科医療機関等によるアウトリーチ（訪問支援）や精神科の救急外来機能等によ

る支援を充実することにより、在宅等であっても精神症状等に対応できる体制（ソフ

ト救急）の構築を図るべきである。 

 

⑥ 精神科作業療法や重度認知症デイ・ケアの提供 

退院後の療養に円滑に移行し、療養を継続できるよう、精神科医療機関が精神科作

業療法や重度認知症デイ・ケアなどの必要な外来医療を提供する体制の充実やそのた

めの方策について検討すべきである。 

 

前述の①～⑥を踏まえて、自宅等で療養している認知症の方が、継続的な医療が必要と

なった場合に、ただちに入院に頼るのではなく、できる限り地域の生活の場で暮らせるた

めに、より状態にあった適切なサービス支援を選択できるよう、認知症患者に対応できる、

訪問診療、訪問看護、精神科作業療法、重度認知症デイ・ケア等の医療サービスの推進を

検討すべきである。 

 

 

（２） ＢＰＳＤを有する患者への精神科医療 

   

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

  ＢＰＳＤには、徘徊や妄想・攻撃的行動・大声などがあり、要因は様々であるが、認知症の方

は自らの環境変化に敏感であり、環境変化で不安になることなども、ＢＰＳＤが出現する一要因

となる。そのため、認知症患者の支えとなるような、なじみ深い環境をできるだけ一定して整え
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ることにより、環境変化に伴うＢＰＳＤを減少させる事ができると言われている。 

 

 

① ＢＰＳＤへの適切な治療 

ＢＰＳＤに対しては、患者の生活歴や生活状況などを考慮し環境調整を行った上で、

精神科医療が必要なものであるかどうか判断し、必要最小限の適切な薬物治療を行え

るようにすべきである。 

また、認知症患者への治療に習熟した精神科医や精神科医療スタッフ等の人材養成

を推進すべきである。 

 

② ＢＰＳＤを伴う認知症患者への円滑な医療の提供（地域との連携） 

ＢＰＳＤに適切に対応していくことにより、入院をせずに地域の生活の場で暮らす

ことが可能になり得ることから、日頃から、外来診療等を通じて認知症の方や家族、

介護者等との関係を築き、ＢＰＳＤを増大させないような対応法について適切なアド

バイスを行いつつ、ＢＰＳＤの兆候がみられた場合には、早期から訪問支援等の適切

な医療を円滑に提供できるようにすべきである。 

また、ＢＰＳＤのため入院治療が必要となった場合、多くの場合は１か月程度で症

状は改善するとの報告があるが、退院のためには、退院後も維持できるような薬物療

法等の調整や、退院後に必要なサービスを受けるための諸手続き、退院先の選定・調

整等が必要となり、より短期間で退院するためには、治療と並行して、それらの調整

を円滑に進める必要がある。 

入院治療が必要になった場合の円滑な入院と適切な医療の提供、及び円滑な退院が

できるようにするため、病院の精神保健福祉士等の地域連携担当者や、受け皿となる

地域の介護支援専門員や各種施設の支援相談員が中心となって、地域において入退院

の状況を把握し、担当医と連携の上で、必要に応じて、入退院のタイミングや連携先

について調整や見直しを行うべきである。 

また、以上のような地域における連携体制を強化するため、精神科医療機関と地域

包括支援センター、介護支援専門員、介護事業者、介護に関する地域の相談機関等が

協力して活用できるような認知症の退院支援・地域連携クリティカルパスの取組を推

進すべきである。 

 

③ 認知症患者に必要な入院医療 

ＢＰＳＤへの対応のための入院では、短期間でＢＰＳＤの症状の軽減をはかり退院

につなげる質の高い入院医療を提供できるよう、例えば、看護・介護職員の充実、作

業療法士、精神保健福祉士等の病棟への配置、退院支援のためのソーシャルワーカー

等の病院への配置等マンパワーの充実やそのための方策について検討すべきである。

また、患者の症状や入院目的に応じて適切に受け入れられるよう、機能に応じた適切

な職員配置や療養環境の要件について検討すべきである。 
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④ 治療抵抗性の重度の認知症患者の状態像の整理とその受入れ 

 重度のＢＰＳＤを有する認知症患者の状態像を整理し、その条件に該当する患者に

ついては充分な入院医療が提供できるよう、適切な精神科病棟のマンパワーの配置や

そのための方策について検討すべきである。 

加えて、重度のＢＰＳＤを有する認知症患者へ、質の高い入院医療を提供するため

に、身体合併症も診られるような診療体制の確保や地域の医療機関との連携確保等の

ための方策について検討すべきである。 

 

 

（３） 身体疾患を合併している認知症患者への入院医療 

   

① 合併症の状態像に応じた認知症患者の受入先（総合病院精神科と精神科病院の役割分担） 

身体疾患を合併している認知症患者については、合併症の状態像に応じて対応可能

な受入先の確保が重要である。骨折等の急性疾患の治療には、他の専門診療科とリエ

ゾン可能な総合病院精神科や精神科病院と連携している一般医療機関などの受入先

の確保が必要であり、このための支援策の検討や、基幹型認知症疾患医療センター運

営事業の活用等により、急性疾患を合併している認知症患者の受入れができる体制を

確保すべきである。 

 

② 慢性疾患を合併している認知症患者への対応 

慢性疾患を合併している認知症患者が、入院治療が必要となった場合には、精神科

病院での円滑な入院加療が可能となるよう、慢性疾患を合併している認知症患者の受

入れに対する評価について、慢性疾患を合併している認知症患者への対応も考慮した

内容に見直す等を検討すべきである。 

また、認知症の方の多くは高齢者であり、今後も高齢化が進む中で、精神病床にお

いて、慢性の身体疾患を合併する患者の増加が予測されることから、認知症患者の診

療を行う場合には、一定程度の身体管理を行える体制が必要と考えられる。このため、

認知症患者の医療を行う精神科病院においては、例えば、内科医等の配置や一般医療

機関との連携等の状況に応じた対応策の検討が必要である。 

 

③ 精神科医療機関と一般医療機関間の連携のあり方 

 認知症患者が、精神科以外の専門医療が必要となった場合には、他の専門診療科と

の連携が容易な精神科を有する医療機関がその受け皿となると考えられるが、他の専

門診療科を有しない精神科医療機関が多い。また、精神科を有しない医療機関におい

て、入院後に生じたＢＰＳＤやせん妄状態のために身体疾患の治療に支障をきたす場

合も多く存在している。 

このため、地域の医療資源も考慮し、必要に応じ、精神科医療機関に他の専門診療

参考資料-24-



 
 

11 
 

科の医師が対診を行うことや、精神科の医師が他の一般医療機関に対診を行うなど、

医療機関間の連携を円滑に行えるような取組について、検討すべきである。 

特に、他の診療科の医師による診療や他の医療機関において治療が必要となるよう

な専門医療については、それが継続的に必要となるような専門医療の場合は、他の診

療科の医師や他の医療機関との連携が円滑に行えるよう、専門医療の内容に応じた対

応策の検討が必要である。 

 

 ※ 対診：医療機関に入院中の患者に対して、医師（主治医）が、診療上必要があると認める場合

に、他の医療機関の医師に依頼して、保険診療を行うこと。 

 

（４） 地域全体の支援機能 

   

① 地域住民や地域の他施設との連携強化 

精神科医療機関は、地域連携会議など、地域住民、地域包括支援センター、地域の

介護事業者等との会合に参加するなどして、情報交換を定期的に行い、地域における

診療連携の強化に努めるべきである。その際、退院支援・地域連携クリティカルパス

（２－（２）－②を参照。）の活用も積極的に進めていくべきである。 

また、ケアマネジメント機能を拡充するため、介護支援専門員が中心となって行う

サービス担当者会議などにも精神科医療機関の参加を望む声が多く、積極的に参加す

べきである。 

 

② 地域住民への啓発活動 

行政機関等が主催する地域住民向けの認知症に関する説明会などへ、精神科医療機

関も積極的に参画し、地域住民と顔の見える関係を構築するとともに、ＢＰＳＤの内

容、ＢＰＳＤを増大させないような対応法、ＢＰＳＤが発生した場合の治療・回復プ

ロセス、認知症に対応できる医療機関、退院後に受けられるサービス等に関する説明

等を望む声が多いことから、これらに積極的に協力すべきである。 

 

 

２ 現在入院している認知症患者への対応及び今後症状の面からみて退院

可能と判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにするための取組 
 

（１） 認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取組 

 

医療機関側からみれば、認知症患者を介護施設や事業者が受け入れてくれないのが現

実であるとの指摘がある一方、介護事業者側からみれば、医療機関の認知症患者への退

院後の医療的支援が不十分であるとの指摘もある。認知症の方を地域で受け入れるため

には、医療と介護が連携してサービスを提供する体制が必要であることから、医療側と
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介護側との認識を共有化するための取組が重要である。 

 

① 医療・介護双方の理解の向上 

医療側においては、認知症の方を地域で支えるために活用できる介護サービスや生

活支援に対する理解を深めることが重要であるため、医療従事者が、地域の介護サー

ビス資源に関する情報を得ることが必要である。 

一方で、介護側においても、精神科病院を退院する認知症患者を積極的に受け止め

られるよう、ＢＰＳＤへの適切な対応など、医療機関との連携・対応力の向上を図る

ことが必要である。 

こうした医療・介護双方の認識の共有化を推進するため、地域において、医療従事

者と介護従事者とがともに参加できる研修の実施について検討すべきである。 

加えて、地域の認知症疾患医療センター、地域包括支援センター、介護サービス事

業者、介護支援専門員、かかりつけの医師、認知症サポート医や精神科医療機関等が

お互いの存在を認知し、情報共有することにより、相互に紹介できる機能を持てるよ

う、地域において顔の見える関係構築のための取組が必要である。 

 

② 入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化【再掲】 

ＢＰＳＤに適切に対応していくことにより、入院をせずに地域の生活の場で暮らす

ことが可能になり得ることから、日頃から、外来診療等を通じて認知症の方や家族、

介護者等との関係を築き、ＢＰＳＤを増大させないような対応法について適切なアド

バイスを行いつつ、ＢＰＳＤの兆候がみられた場合には、早期から訪問支援等の適切

な医療を提供できるようにすべきである。 

 

③ 施設等で生活する認知症の方へのアウトリーチ（訪問支援）【再掲】 

施設等において安心して認知症の方を受け止めることができるようにするため、精

神科医療機関から、施設等で生活する認知症の方への訪問診療や訪問看護等を積極的

に行うことが必要であり、このことは、その施設等で介護に携わる職員への支援にも

つながる。 

このため、施設等に対するアウトリーチ（訪問支援）の推進策を検討すべきである。 

 

 

（２）症状の面からみて退院可能と判断される認知症患者の円滑な移行のための受け皿や

支援の整備 

   

① 居住系施設等やサービス支援の整備 

   症状の面から見て退院可能と判断される認知症患者が、再び地域で生活することが

できるようになるためには、そのために必要な介護サービスや医療サービス等が存在

していることが必要不可欠である。 
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今回の調査（参考１）では、入院した認知症患者が退院して自宅に戻ることが極め

て難しい状況にあり、退院する認知症患者の生活環境や居住環境、必要な医療・介護

サービスの提供を考慮に入れたグループホーム等の居住系施設等の整備や、老健施設

の機能強化が重要である。 

またそれとともに、出来る限り入院せずに生活を継続できる支援や、速やかに症状

の軽減を目指し退院を促進する精神科医療の推進とあわせ、入院をしてもできる限り

自宅での生活に戻れるような方向性を目指していく必要がある。 

検討チームの議論の中でも、小規模多機能型居宅介護事業所の「泊まり」や「訪問」

を活用した退院支援、老健施設の在宅復帰支援機能の活用、在宅と入所を交互に繰り

返していく支援形態、緊急時のレスパイト的なショートステイの活用など、入院と地

域生活との中間的な位置づけにあり、入院から地域生活へのソフトランディングを図

るために有効と考えられる支援の類型がいくつも紹介された。また、介護支援専門員

や、在宅復帰支援を行う老健施設の支援相談員が、入院時も継続的に支援していくこ

との重要性も指摘された。 

今後、２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設、小規模多機能型居宅介

護と訪問看護を組み合わせて提供する複合型サービスの創設、サービス付き高齢者住

宅など新たな住まいの整備、市民後見人の活用、認知症サポーターの養成等を通じ、

地域生活を支える在宅介護サービス等を充実させていく必要がある。 

以上を踏まえ、②の退院支援・地域連携クリティカルパスの開発・普及を通じ、入

院から地域生活に至る実現可能な道筋について、実証を積み重ねながら、検討してい

くことが必要である。 

国においては、当面の取組として、②の退院支援・地域連携クリティカルパスの導

入を通じて、地域において退院に向けた道筋を明らかにしていく取組を試行しながら、

第６期介護保険事業計画期間（平成２７年度から平成２９年度まで）以降の各自治体

の介護保険事業（支援）計画等への反映方法、医療計画や障害福祉計画との連携につ

いて検討していくことが必要である。 

各地域においては、症状の面からみて退院可能な認知症患者が自らの希望に応じて

住み慣れた自宅や地域で安心・安全・健康な生活を続けられるよう、各自治体がその

実情を踏まえた工夫を凝らして、認知症の方を地域で受け入れていくためのシステム

づくりにつなげていくべきである。 

具体的には、そのニーズに応じた①生活の場の確保や、②介護保険サービス、③医

療サービス、④その他の生活を支える様々なサービス（配食サービス、地域での見守

り、買物支援等）の包括的（ニーズに応じた①～④の適切な組み合わせによるサービ

ス提供）、継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）な供給

を推進していくことが重要である。 

なお、具体的な内容の検討にあたっては、社会資源を効率的に活用する観点から、

既存の精神病床の活用の是非についても検討する必要がある。 
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② 退院支援・地域連携クリティカルパスの導入 

ＢＰＳＤ等が改善した後、退院先での生活が円滑に行えることも重要であるため、

入院早期に、症状が改善するまでの診療計画、退院先、退院後の医療的支援等を含め

た退院支援・地域生活医療支援計画（認知症版退院支援・地域連携クリティカルパス

（※））が作れるよう、モデルとなる退院支援・地域連携クリティカルパスを開発・

普及させるべきである。その際、連携パスはできるだけ簡素で使いやすいものにする

べきである、地域の特性も考慮する必要がある、入院に至る前からの支援も含めたも

のにすべきである、地域に存在しないサービス資源の整備につなげていくことを検討

すべきである、等の意見があったことに留意する必要がある。 
 

※ 地域連携クリティカルパス：入院初期の段階からあらかじめ、急性期の診療計画と併せて退院

後の連携機関における診療計画を作成しておくことにより、円滑な退院を促し、入院期間を短縮

する効果があるとされている。医療計画に定める疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病）

や、大腿骨頸部骨折等で既に地域において導入・活用されている。 

 

 

３ 認知症を考慮した目標値について 

 

（１）認知症を考慮した目標値の検討経緯 

 

 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会（座長：樋口輝彦）において、平

成２１年９月にとりまとめられた報告書によると、 

「認知症については、現在行われている有病率等の調査を早急に進め、その結果等に基

づき、精神病床や介護保険施設等の入院・入所機能のあり方とその必要量等や、介護保

険施設等の生活の場の更なる確保と介護保険サービス機能の充実について検討を行い、

適切な目標値を定めることとする。」 

とされ、平成２３年度までに具体化するとされている。 

 

「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書（平成21年9月）」抜粋 

５．改革の目標値について 

(1) 今後の目標設定に関する考え方  

○ 改革ビジョンの前期5年間の取組を踏まえ、後期5年間において改革ビジョンの趣旨を更に実現でき

るよう、精神保健医療体系の再構築を施策の中核として取組を強化すべきである。 

○ その認識の下で、以下のとおり、具体的目標についても、施策の実現に向けた進捗管理に資するよ

う、統合失調症、認知症の入院患者数をはじめとして、施策の体系や、患者像（疾病、年齢等）の多

様性も踏まえた適切な目標を掲げるべきである。  
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・ 「受入条件が整えば退院可能な者」に替わる指標として、「統合失調症による入院患者数」を、特

に重点的な指標として位置付け目標値を定めるとともに、定期的かつ適時に把握できる仕組みを導入

する。  

・ 認知症については、平成22年度までのものとして現在行われている有病率等の調査を早急に進め、

その結果等に基づき、精神病床（認知症病棟等）や介護保険施設等の入院・入所機能のあり方とその

必要量等や、介護保険施設等の生活の場の更なる確保と介護保険サービスの機能の充実について検討

を行い、適切な目標値を定めることとする。 

・・・（中略）・・・ 

(2) 今後の目標値について 

○ 改革ビジョンの後期5か年の重点施策群においては、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基

本理念に基づく改革を更に加速するとともに、以下の目標値を掲げ、実効性ある取組を行うべきであ

る。 

Ⅰ 新たな目標値（後期5か年の重点施策群において追加するもの） 

◎ 統合失調症による入院患者数：約15万人 （平成17年との比較：4.6万人減） 

◎ 認知症に関する目標値（例：入院患者数等）：平成23年度までに具体化する。 

Ⅱ 改革ビジョンにおける目標値（今後も引き続き掲げるもの） 

◆ 各都道府県の平均残存率（1年未満群）に関する目標：24％以下  

◆ 各都道府県の退院率（1年以上群）に関する目標：29％以上  

  ・ 上記目標の達成により、約7万床相当の減少が促される。〔誘導目標〕 

  ・ 基準病床数の試算 

平成21年現在：31.3万床 平成27年（試算）：28.2万床                       

※ 現在の病床数（平成19年10月）との差：6.9万床  

※ 精神病床数については、都道府県が医療計画の達成を図り、又は、個々の医療機関が患者の療養環

境の改善、人員配置等の充実を通じて医療の質を向上させる取組を直接に支援し促す方策の具体化を

目指す。 

※ 疾患毎の目標値等の策定・進捗状況等を踏まえて、医療計画の基準病床数算定式について、更なる

見直しを検討する。 

 

 

（２）退院に着目した目標値について 

 

①退院に着目した目標値設定の基本的考え方 

 

 認知症患者への精神科医療の提供に係る基本的考え方として、 

１）入院を前提と考えるのではなく、地域での生活を支えるための精神科医療とする

こと、 

２）ＢＰＳＤや身体疾患の合併により入院が必要となる場合には、速やかに症状の軽

減を目指し、退院を促進すること 
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が挙げられており、入院が必要な場合には、出来る限り短い期間で退院するという方向性

を目指すことが、これまでの本検討チームでの議論の大きな方向性であった。 

したがって、ＢＰＳＤの症状が激しいなど精神科病院に入院が必要な患者に対しては、

精神科病院は入院医療として適切な医療を提供するという基本的考え方を明確にする目標

であることが必要である。 

 

 同時に、症状の面からみて退院可能と判断される患者については、介護保険事業計画な

どを通じて介護保険サービスをはじめとする必要なサービスの包括的、継続的な提供の推

進等により、地域で受け入れていくための体制づくりを行っていくことが必要不可欠であ

り、そのような介護保険サービス等の充実強化につながり、医療・介護の連携や機能分化

が促進されるための目標値とすることが必要である。 

 

 

②退院に着目した目標値の内容 

 

 以上より、より短期間の入院で地域につなげるようにするという観点から、ある月に新

たに精神科病院に入院した認知症患者（認知症治療病棟に入院した患者）のうち、５０％

が退院できるまでの期間に着目することとした。 

 具体的には、認知症治療病棟に入院した患者のうち、５０％が退院できるまでの期間に

ついて、現状では約６カ月かかっているが、今回の議論では、ＢＰＳＤの改善までの期間

は、多くの場合約１カ月程度であるとの意見、ＢＰＳＤの改善後も薬物療法の調整等に一

定期間を要するとの意見、入院期間が３カ月以上になると再び自宅や地域で受け入れるこ

とが困難になるとの意見等があったことを踏まえ、当面は、現状の６カ月よりも短くする

ことを目標としつつ、達成時期までの目標値は、２カ月にすべきである。 

 

→【入院に着目した目標値について】（P.18～19） 

 

（参考）  

平成２０年６月の調査では、精神病床全体（認知症以外の患者も含む。）での、１カ月の新規入院

患者のうち、５０％の患者が退院するまでの期間は、約１．５カ月となっているが、認知症治療病棟

の入院患者についてみると、５０％の患者が退院するまでの期間は、約６カ月となっている。 

 

 

 ③退院に着目した目標値の達成時期 

 

 目標の達成時期については、これまでの議論から、認知症疾患医療センターの整備に

要する期間や、退院支援・地域連携クリティカルパスの開発・普及に要する期間、及び、

退院のために必要となる居住先やサービス支援の整備に要する期間などを考慮する必要
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がある。 

 

 したがって、医療計画では、平成２５～２９年度の計画から精神疾患（認知症を含む。）

が追加される予定となっていることや、第６期（平成２７～２９年度）以降の介護保険

事業計画から、精神科病院から退院する認知症患者についての具体的な検討が行われる

予定であること、さらに、それらの計画の効果が表れるまでの期間を考慮し、平成３２

年度を目標の達成時期と考えるべきである。 

 

 

④退院に着目した目標値の実現に向けた取組 

 

この目標値の実現のためには、第一に、認知症患者本人や家族に不安を与えることのな

いよう、退院後の地域における受け皿の整備に向けた取組を確実に進めること、第二に、

今後、目標年度まで、取組を着実に進めていけるよう、各地域における取組の進み具合を

定期的に把握していくことが必要である。 

 

具体的には、受け皿整備のための取組として、まず、平成２３年度以降は、モデル事業

などを通じて退院支援・地域連携クリティカルパスの開発・試行・普及を進め、第６期介

護保険事業計画（平成２７年度～）への反映方法（例えば、都道府県とも連携しながら、

精神科病院から退院する認知症患者の数を把握する方法や必要なサービス量を見込む方法

等）を検討し、第６期介護保険事業計画以降のサービス見込み量につなげていく。さらに、

第６期介護保険事業計画以降の計画においては、地域の実情やニーズに応じた①医療サー

ビス、②その他の地域での生活を支える様々なサービスの展開とあいまった介護サービス

基盤整備の計画的実施を目指す。 

 

 また、進み具合の把握として、第３期障害福祉計画（平成２４年度～）においては、都

道府県における目標値のひとつとして、本検討チームでまとめた目標を取り入れることと

し、毎年、各地域での達成状況を確認することで、着実に、実現に向けた取組を促してい

くべきである。 

 

このため、厚生労働省においては、目標の実現に向け、障害保健福祉部と老健局とが連

携しながら、整備を進めていくべきであることは言うまでもない。 
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【入院に着目した目標値について】 

 

目標値に関する議論の過程において、精神科病院からの退院に着目した目標値を定める

だけでは不十分であり、入院に着目した目標値（例えば、精神病床での認知症による入院

者数に関する目標値、入院が必要な人の状態像の明確化、できるだけ入院に至らないため

の地域支援の拡充に関する目標値など）も併せて設定すべきとの強い意見があった。 

これに対しては、「入院を前提とせず、地域生活を支えるための精神科医療とする」との

前提の下、入院が必要な人を入院させるのであって、入院に着目した目標値は不要との強

い反対意見が出され、賛否両論の議論が交わされた。 

 

入院に着目した目標値として挙げられた事項のうち、「精神病床での認知症による入院者

数の目標値」については、本検討チームで検討が行われた。 

具体的には、検討チームにおいて、平成８年から２０年の患者調査から、精神病床の認

知症入院患者数のこれまでの増加傾向が継続すると仮定した場合と比較して、退院を促進

する施策を実施した場合入院患者数がどれだけ減少するかを推計した結果として、今後の

精神病床での認知症による入院者数の試算が示された。 

この試算に対しては、精神病床での認知症による入院患者数は、患者調査の平成８年か

ら平成１７年までは増加しているものの、平成１７年から平成２０年では増加しておらず、

増加傾向が止まった要因について詳細に分析するべきとの意見があり、疾病別、在院期間

別、年齢階級別等の入院患者数や退院患者数の動向や、介護保険サービスの整備状況等に

ついてできる限り分析を試みたが、直接的な要因が示唆されるデータはなく、その主たる

要因を明らかにすることは困難であることが示された。このため、目標値を定めるための

基礎となる、現状を投影した場合の今後の入院者数を推計することが、まず困難であると

の結論に至った。 

 これに加え、 

・ 認知症の有病率等に関する調査については、平成２１～２２年度に行われた地方の

小自治体中心の調査（※）に引き続き平成２３年度より都市部およびその近郊におけ

る調査が進行中であり、認知症の方の人数全体がどのように増加していくかが推計途

上にあること、 

 

 ※ 平成２１～２２年度に行われた地方の小自治体中心の調査：全国７カ所の６５歳以上住民約 

５,０００名を対象に行われ、これらの地域での６５歳以上人口における認知症有病率は１２．

４％～１９．６％と既存の他の疫学研究における結果（８～１１％）に比べて高い傾向にあった。 

 

・ 入院患者数を推計するためには、退院を促進する施策の影響だけではなく、認知症

の方のうちの入院医療が必要となる方の割合を検討する必要があるが、早期の正確な

診断や、適切なサービス支援の提供の推進による入院の減少に対する影響に関するデ

ータがないこと、 
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など、入院者数に関する目標値を定めるための基礎となる資料が不足しており、現時点で

は入院者数に関する目標値を定めることは困難であることから、今後、調査・研究を進め、

基礎資料の収集を行うべきである。 

 

 次に、「入院が必要な人の状態像の明確化」を行うべき、との意見もあった。 

 この意見は、今後、入院の必要性がない人が入院するようなことにならないよう、いわ

ば「入口」を制限すべきではないかという考え方からの意見であった。 

 この意見に対しては、 

 ・ 現在でも、入院の必要性があるからこそ入院しているのであり、逆にそれを制限す

ることになれば、フリーアクセスという我が国の医療の根幹に関わる、 

・ 検討チームの議論により「入院を前提とせず、地域生活を支えるための精神科医療

とする」ことが基本的考え方として明確になっている、 

 との反論があった。 

 こうした賛否両論を踏まえつつ、さらに、認知症に限らず、一般医療でも、入院の必要

性に関する明確な基準が存在している訳ではないこと、入院の必要性は身体的・精神的症

状のみならずその人の置かれている生活環境等も含めて判断されていることを考え併せる

と、認知症に関して「入院が必要な人の状態像の明確化」を行うことができるのかどうか、

どのような基準が適切か、等について、有識者・医療従事者等により十分な調査・研究が

行われることが必要であると考えられる。 

 

 さらに、「できるだけ入院に至らないための地域支援の拡充に関する目標値」を定めるべ

きとの意見もあった。これは、できるだけ入院せずに、地域での生活を継続するためには、

可能な限り早期から、本人だけでなく、家族や介護者も含めて支援していく必要があり、

医療的支援や介護保険サービスをはじめとする必要なサービスの提供などを推進するため、

サービス支援の整備に関する目標値が必要、との考えからの意見であった。 

認知症の人が、地域での生活をできる限り継続していくための支援は、「地域包括ケア」

そのものであり、このことは、「入院を前提とせず、地域生活を支えるための精神科医療」

がその中でどのような役割を果たすべきなのかということも含め、認知症施策全体の中で

適切に検討をしていくべきである。 

 

以上のことから、本検討チームとしては、入院を前提とせず、地域生活を支えるための

地域支援の拡充に関する目標値を定めるべき、との提言を行い、今後、認知症施策全体と

して、老健局をはじめとして障害保健福祉部など関係部局が連携し、適切に検討が深めら

れることを求める。 
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今後に向けて 

 

本検討チームにおいては、認知症の方への支援に当たっては、ご本人の思いを尊重し、

残された力を最大限生かしていけるような支援をすることを前提とした上で、認知症患者

に対する精神科医療の役割について検討し、「Ⅰ 基本的な考え方」及び「Ⅱ 具体的な方

向性」を平成２２年１２月２２日にまとめた。 

 

 本年５月からは、中間とりまとめの基本的な考え方に沿い、介護保険事業計画の見直し

の状況や認知症の退院支援・地域連携クリティカルパスに関する調査結果を踏まえ、認知

症疾患医療センター、認知症の退院支援・地域連携クリティカルパス、認知症への外来・

訪問医療、認知症を考慮した目標値について、具体的な議論を進め、認知症と精神科医療

の役割を明確化するとともに、今後、進めるべき施策についての考え方をとりまとめた。 

 

 今後は、精神科医療機関、地域包括支援センター、介護事業者等のサービス提供者、患

者・家族等の当事者、地域住民、及び地方自治体が連携・協力して、それぞれの地域にお

ける取組を着実に進めていく必要がある。 

 

 認知症の方が地域で暮らしていくためには、様々なサービスが切れ目なく提供される「地

域包括ケアシステム」の構築が必要である。そのためには、医療との連携強化は重要な柱

の一つであり、精神科医療の果たす役割も大きい。 

 

 本検討チームでは、認知症と精神科医療について検討を行っているが、これは「地域包

括ケアシステム」を実現する意味でも、今後増加する認知症の方をめぐる様々な課題のう

ちのひとつとして重要である。さらに、これと併せて、１０年、２０年といった長期展望

を描きながら、認知症の方が地域で安心して暮らせる社会を作ることも重要であり、その

ためには、認知症の方を地域で見守っていける社会になるよう、国民全体で認識を共有し

ていくことが必要である。 
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（参考１） 追加調査結果の概要

 

（１）調査の概要 

 調査対象として、地域性を考慮しつつ協力の得られた計９病院（１０病棟）から、４

５４人について回答が得られた。調査は、アンケート方式により、平成２２年９月１５

日現在を調査日として行った。 

 

（２）患者の属性 

 ４５４人のうち、アルツハイマー型認知症が約６割、脳血管性認知症が約３割であっ

た。平均年齢は７８歳であり、平均在院日数は９４４日（中央値３３６日）と患者調査

に比べて長い結果であった。要介護度は、申請なし（２５％）を除くと、要介護３～５

が約７割、認知症高齢者の日常生活自立度は、Ｍ型３４％、Ⅳ型３２％であった。 

 

（３）結果の概要 

①精神症状等の発生頻度と精神科医療の状況 

○ ９９％の患者に、過去 1カ月間に何らかの精神症状があるが、その発生頻度は、「ほ

ぼ毎日」と回答した患者の割合は、「意思の疎通困難」３８％、「徘徊」３０％、「大声」

１８％である一方、「月１～２回程度よりも少ない（月１回未満）」と回答した患者の

割合は、「意思の疎通困難」３９％、「徘徊」５５％、「大声」６１％であり、ＢＰＳＤ

症状の激しい患者は半数以下である。 

 

○ 過去１週間に薬物を使用している患者の割合は、身体疾患治療薬８２％、抗精神病

薬５６％、抗精神病薬以外の向精神薬５６％、抗認知症薬７％であり、精神症状に対

する薬物療法を行う患者は半数以上いる。一方、使用されている薬物の種類数をみる

と、抗精神病薬については、「１種類」７０％、「２種類」２２％、抗精神病薬以外の

向精神薬については、「１種類」５８％、「２種類」３２％であり、いずれも、２種類

以下が約９割である。 

 

○ 過去１カ月に精神科専門療法を行っている患者の割合は、「音楽療法、その他の精神

科リハビリテーション」５１％、「入院精神療法」３１％である。 

 

 

②身体疾患を合併している患者とその医療の状況 

○ 約９割の患者が、何らかの身体疾患を合併しており、そのうち「特別な管理（入院

治療が必要な程度）を要する身体疾患を合併している」患者の割合は２６％、「日常的

な管理（外来通院が適当な程度）を要する身体疾患を合併している」患者の割合は６

１％である。 
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○ 調査日における身体的管理の割合では、「行っていない」４５％、「身体疾患に対す

る薬物療法」４４％が高く、次いで「胃瘻・経管栄養管理」５.７％、「頻回の血糖検

査」３.７％、「喀痰吸引」３.５％であった。 

 

○ 「過去１ヶ月間に他科を受診している」患者の割合は、２０％であり、うち８割が

内科、２割が皮膚科であった。 

 

③精神症状等による抵抗を踏まえた介護の状況 

○ 「身体能力としては出来るはずのＡＤＬ」と「介護への抵抗などを踏まえた実際の

ＡＤＬ」との比較では、「入浴」、「衣服の着脱」のＡＤＬにおいて、「最大の援助」と

「全面依存」を併せた割合は、それぞれ５２％→６３％、５０％→６０％に困難度が

増加しており、精神症状等による抵抗が、介護を一層困難にしている状況が明らかと

なった。 

 

○ 入院の理由については、「精神症状が著明となり、在宅医療又は介護施設等での対応

が困難となったため」との回答が約７割で最も多く、認知症患者については、身体疾

患を合併している患者が多いことから、精神症状等による抵抗によって、服薬や身体

的管理などの医療ケアの継続も困難になっている状況がうかがわれる。 

 

④必要となる居住先・支援について 

○ 居住先・支援が整った場合の退院可能性について、「現在の状態でも、居住先・支援

が整えば退院は可能」又は「状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近

い将来には可能になる」割合は３７％であり、先行調査よりも低い結果であった。 

 

○ そのうち、退院できると仮定した時、適切と考えられる「生活・療養の場」は、「特

養」６５％、「老健」４７％（うち約４割は特養と重複回答）、「認知症対応型共同生活

介護（グループホーム）」１３％との回答であった。また、家族や友人などから得られ

る支援の程度については、「支援を得られない」２４％、「助言・精神的な支援」５１％

であり、ＡＤＬやＩＡＤＬに関する支援を受けられる患者は約２割にとどまっている。 

 

○ 退院先を問わず、退院後に必要な支援については、１番目に必要と回答された支援

の項目は、「精神科の定期的な通院」３２％、「小規模多機能型居宅介護」２３％、「自

宅を訪問して行われる支援」７％、「訪問診療」２％、「短期入所をして行われる支援」

２％があがっている。 
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⑤在院日数等とのクロス解析について 

○ 在院日数別の患者数の分布は、1年以下が約５割、３年以下で約８割であった。 

 

○ 在院日数別に「入浴」、「衣服の着脱」のＡＤＬの状況をみると、１日～３０日につ

いて、身体能力としては出来るはずのＡＤＬと、抵抗などをふまえた実際のＡＤＬと

で、困難度の差が大きく、入院初期については、身体介護への抵抗が大きいと考えら

れた。なお、在院日数が長くなればなるほど、ＡＤＬの困難度は増加している。 

 

○ 在院日数別に薬物療法の使用状況をみると、いずれの在院日数の場合も、使用の有

無には同様の傾向がみられた。薬剤種類数については、１日～３０日については、抗

精神病薬及び抗精神病薬以外の向精神薬「１種類」の割合が５４％となっているが、

３１日～９０日では、抗精神病薬「１種類」９６％、抗精神病薬以外の向精神薬「１

種類」７６％で種類数は減少している。９１日以降については、抗精神病薬「１種類」

約７割、抗精神病薬以外の向精神薬「１種類」約６割であった。 

 

 ○ 在院日数別に退院の可能性をみると、いずれの在院日数の場合も、「退院の可能性は

ない」約６割であった。１日～３０日では、「状態の改善が見込まれるので、居住先・

支援などを新たに用意しなくても近い将来には退院が可能になる」８％で、最も多か

った。 

 

○ 「居住先・支援が整った場合に退院は可能」と回答した場合で、「退院できると仮定

した場合に適切と考えられる生活・療養の場」の回答項目別に、「退院後に必要な支援」

の回答項目をみると、「特養」「老健」と回答した場合でも、在宅系サービスを多く回

答しており、回答者は、仮に自宅に退院出来た場合を想定して回答している可能性が

推察された。 

   

 ○ 自宅における介助者の有無別に「適切と考えられる生活・療養の場」の回答状況を

みると、いずれの場合も同様に「特養」、「老健」の回答数が多かった。「退院後に必

要な支援」でも、いずれの場合も同様に「精神科の定期的な通院」、「小規模多機能型

居宅介護」が多かった。 

 

 ○ 在院日数別の精神症状等の発生頻度をみると、１日～３０日について、「徘徊」、「不

眠」の割合が多くなるが、全体の傾向としては、いずれの在院日数でもほぼ同様であ

った。  
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（参考２） 認知症の退院支援・地域連携クリティカルパスに関する調査  

結果の概要 

 

（１）調査の概要 

精神科の主な病院団体の会員病院及び認知症疾患医療センター（約１７００病院）を

対象に、認知症クリティカルパスの使用・経験の有無、パスの種類、関連する職種、パ

スの使用状況及び地域との連携状況等について、平成２３年２月にアンケート調査を行

った。有効回答は、６８５件（回答率３８．６％）であった。 

 

（２）結果の概要 

 ○ 認知症のクリティカルパスの使用経験については、現在の使用及び過去の経験につ

いて「有」と回答した病院は、約１割（６５件）であった。使用・経験がある６５病

院について、パスの種類を聞いたところ、６０％が退院支援に関わるもの、５５.４％

が入院支援に関わるもので多く、退院後の支援に関わるものは１６．９％にとどまっ

ていた。 

 

 ○ クリティカルパスの使用・経験のある６５病院のうち、他院・他施設と連携したク

リティカルパスの使用・経験の有無について聞いたところ、半数以下の約４３％であ

った。 

 

○ クリティカルパスの作成や運用に関与する職種について聞いたところ、医師９２．

３％、看護師８０％、精神保健福祉士７８．５％で多く、主として当該医療機関の中

の職員の関与が多いことが示唆された。 

 

○ クリティカルパスの使用・経験ともにないと回答した病院（６１４病院）に今後の

導入予定を聞いたところ、「予定有り」及び「できれば導入したい」と回答した病院は

３７％であった。 

 

 ○ 退院先選定の際の相談先としては、「家族」と「介護施設」がともに約８割で多く、

次いで、「地域包括支援センター」及び「介護事業者」が約６６％、次いで、「地域の

病院・診療所」が約６３％であった。 

 

 ○ 病院内における認知症に関する連携担当者の配置の有無については、「配置している」

が約４割であり、「配置していない」との回答が約６割であった。また、地域包括支援

センター等との合同の支援会議の開催の有無については、「開催している」が約５割で

あり、地域との連携が具体的に行われている病院は約半分と考えられた。さらに、支

援会議に参加している事業者等を聞いたところ、「地域包括支援センター」や「介護事

業者」は８割以上であるのに対し、「地域の病院・診療所」は３５％にとどまっていた。 
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新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ） 

 

＜構成員＞ 

朝田 隆  筑波大学大学院人間総合科学研究科（臨床医学系）疾患制御医学専攻精神病態医学分野 教授 

  阿式 明美 特別養護老人ホーム長春苑 施設長 

  石田 光広 東京都稲城市福祉部 部長（第１６回～第２２回） 

  岡崎 祐士 東京都立松沢病院 院長 

  河岸 光子 

  河﨑 建人 社団法人日本精神科病院協会 副会長（水間病院院長） 

  栗林 孝得 社会福祉法人雄勝福祉会平成園 施設長 

  柴田 範子 特定非営利活動法人 楽 理事長 

  長野 敏宏 特定非営利活動法人 ハート in ハートなんぐん市場 理事 

西田 淳志 財団法人東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所 

  野澤 和弘 毎日新聞社論説委員 

  野村 忠良 東京都精神障害者家族会連合会 会長 

  東 憲太郎 医療法人緑の風 理事長 

広田 和子 精神医療サバイバー 

  渕野 勝弘 医療法人社団淵野会緑ヶ丘保養園 院長 

  松浦美知代 医療法人財団青山会介護老人保健施設なのはな苑 看護部長 

  松本 均  横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 課長（第５回～第１４回） 

  三上 裕司 社団法人日本医師会常任理事（東香里病院理事長） 

三根浩一郎 医療法人幸明会新船小屋病院 院長 
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＜検討経緯＞ 

 

第５回（平成２２年９月２日）   

   議題 認知症と精神科医療の現状について 

 第６、７回（平成２２年９月１３日、平成２２年９月１６日） 

    議題 構成員からのヒアリング 

第８回（平成２２年９月３０日） 

議題 構成員及び有識者からのヒアリング 

有識者 上野秀樹氏（海上寮療養所副院長） 

第９、１０回（平成２２年１０月１４日、平成２２年１０月２１日） 

   議題 検討すべき論点について 

 第１１、１２回（平成２２年１１月４日、平成２２年１１月１８日）   

    議題 認知症と精神科医療について 

第１４回（平成２２年１２月１５日） 

議題 中間とりまとめ（案）について 

 第１６回（平成２３年５月２０日） 

    議題 認知症に関する地域連携の状況について及び有識者ヒアリング 

       有識者 池田学氏（熊本大学大学院生命科学研究部教授） 

           坂本眞一氏（医療法人社団平成会平成病院長） 

           江口満氏（熊本県健康福祉部教授社会局長） 

           數井裕光氏（大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室講師） 

 第１７回（平成２３年６月１５日） 

    議題 認知症への精神科医療について（外来・訪問）及び有識者ヒアリング 

       有識者 高橋幸男氏（医療法人エスポアール出雲クリニック院長） 

           萱間真美氏（聖路加看護大学精神看護学教授） 

第１８回（平成２３年６月２８日） 

   議題 認知症への精神科医療について（入院）及び有識者ヒアリング 

       有識者 田口真源氏（医療法人静風会大垣病院長） 

           釜江和恵氏（財団法人浅香山病院認知症疾患医療センター医長） 

 第１９回（平成２３年７月２６日） 

    議題 認知症を考慮した目標値について及び構成員・有識者ヒアリング 

       有識者 伊藤弘人氏(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所部長） 

 第２０回（平成２３年９月５日） 

    議題 認知症を考慮した目標値について 

 第２２回（平成２３年９月２７日） 

    議題 とりまとめに向けた議論について 
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今後の認知症施策の方向性について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ ８ 日  

厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチーム 
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Ⅰ これからの認知症施策の基本的な考え方 

 

【これまでの認知症施策を再検証する】 

 

○ 世界に類をみない長寿国である日本で、高齢者が認知症になっても、尊

厳をもって質の高い生活を送ることは、私たちの共通の望みである。 

 

○ かつて、私たちは認知症を何も分からなくなる病気と考え、徘徊や大声

を出すなどの症状だけに目を向け、認知症の人の訴えを理解しようとす

るどころか、多くの場合、認知症の人を疎んじたり、拘束するなど、不

当な扱いをしてきた。今後の認知症施策を進めるに当たっては、常に、

これまで認知症の人々が置かれてきた歴史を振り返り、認知症を正しく

理解し、よりよいケアと医療が提供できるように努めなければならない。 

 

○ 平成 12 年に施行された介護保険法は、これまで認知症の人に対するケ

アの充実に一定の役割を果たしてきた。平成 18 年の改正では、主とし

て認知症の人を念頭に、介護保険法の目的に、「高齢者の尊厳の保持」が

加えられた。さらに、平成 24 年の改正では、認知症に関する調査研究

の推進規定が設けられた。また、市町村介護保険事業計画では、認知症

である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項を

定めるよう努めることとされた。 

 

○ これまで、認知症施策については、その促進を図る観点から、「認知症

の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト報告書」（平成20年７月）、

社会保障審議会介護保険部会での「介護保険制度の見直しに関する意見」

（平成 22 年 11 月）、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検

討チーム第２Ｒとりまとめ」（平成 23 年 11 月）等で様々な提言がなさ

れ、実施されてきている。 

 

 ○  今回のプロジェクトチームでは、これまでの議論に加え、新たに関係者

へのヒアリング等を行い、過去 10 年間の認知症施策を再検証した上で、

今後目指すべき基本目標とその実現のための認知症施策の方向性につい

て検討した。 

 

【今後目指すべき基本目標－「ケアの流れ」を変える－】 

 

○ このプロジェクトは、「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを

得ない」という考え方を改め、「認知症になっても本人の意思が尊重され、
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できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」

の実現を目指している。 

この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めるこ

とにより、これまでの「自宅→グループホーム→施設あるいは一般病院・

精神科病院」というような不適切な「ケアの流れ」を変え、むしろ逆の流

れとする標準的な認知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流

れ）を構築することを、基本目標とするものである。（Ｐ27 参考資料１参

照） 

 

【７つの視点からの取組】 

 

○ 上記の基本目標（「ケアの流れ」を変える）の実現のために、現在行われ

ている施策について、多くの意見や批判を踏まえて、見直しやバージョン

アップを図ることにした。新規施策と合わせて、地域で医療、介護サービ

ス、見守り等の日常生活の支援サービスが包括的に提供される体制を目指

し、具体的には、以下の 7 つの視点に立って、今後の施策を進めていくこ

とにする。 

 

１．標準的な認知症ケアパスの作成・普及 

① 認知症の状態に応じた適切なサービスの提供 

 

２．早期診断・早期対応 

① かかりつけ医の認知症対応力の向上 

② 「認知症初期集中支援チーム」の設置 

③ アセスメントのための簡便なツールの検討・普及 

④ 早期診断等を担う「身近型認知症疾患医療センター」の整備 

⑤ 認知症の人の適切なケアプラン作成のための体制の整備 

 

３．地域での生活を支える医療サービスの構築 

①  「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 

②  一般病院での認知症の人の手術、処置等の実施の確保 

③  一般病院での認知症対応力の向上 

④  精神科病院に入院が必要な状態像の明確化 

⑤  精神科病院からの円滑な退院・在宅復帰の支援 

 

４．地域での生活を支える介護サービスの構築 

① 医療・介護サービスの円滑な連携と認知症施策の推進 

② 認知症にふさわしい介護サービスの整備 
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③ 地域の認知症ケアの拠点としての「グループホーム」の活用の推進 

④ 行動・心理症状等が原因で在宅生活が困難となった場合の介護保険施

設等での対応 

⑤ 介護保険施設等での認知症対応力の向上 

   

５．地域での日常生活・家族の支援の強化 

① 認知症に関する介護予防の推進 

② 「認知症地域支援推進員」の設置の推進 

③ 地域で認知症の人を支える互助組織等の活動への支援 

④ 「認知症サポーターキャラバン」の継続的な実施 

⑤ 高齢者の虐待防止などの権利擁護の取組の推進 

⑥ 市民後見人の育成と活動支援 

⑦ 家族に対する支援 

  

６．若年性認知症施策の強化 

  ① 若年性認知症支援のハンドブック作成 

② 若年性認知症の人の居場所づくり 

③ 若年性認知症の人のニーズ把握等の取組の推進 

④ 若年性認知症の人の就労等の支援 

 

７．医療・介護サービスを担う人材の育成 

① 「認知症ライフサポートモデル」の策定 

② 認知症ケアに携わる医療、介護従事者に対する研修の充実 

③ 介護従事者への研修の実施 

④ 医療従事者への研修の実施 

 

【新たな「ケアの流れ」（Ｐ28 参考資料２参照）】 

 

 ○ これまでのケアは、認知症の人が認知症行動・心理症状（以下、「行動・

心理症状」という。）等により「危機」が発生してからの「事後的な対応」

が主眼となっていたと言える。 

 

 ○ これに対し、今後目指すべきケアは、新たに「早期支援機能」と「危機

回避支援機能」を整備し、これにより、「危機」の発生を防ぐ「早期・事

前的な対応」に基本を置くものである。 

 

 ○ 「早期支援機能」として期待されるのが、「認知症初期集中支援チーム」

である。このチームは、地域での生活が可能な限り維持できるようにする
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ための初期集中支援を、発症後できる限り早い段階で包括的に提供するも

のであり、新たな認知症ケアパスの「起点」に位置づけられる。なお、か

かりつけ医の認知症対応力が向上し、「認知症初期集中支援チーム」の取

組が普及するまでの間は、主として「身近型認知症疾患医療センター」の

医師が、「認知症初期集中支援チーム」の一員として関与したり、ケアマ

ネジャーやかかりつけ医等に対する専門的なアドバイスを行う役割を果

たすものとする。 

 

 ○ また、「身近型認知症疾患医療センター」は、「危機回避支援機能」を担

うことも期待される。このセンターは、地域でかかりつけ医やケアマネジ

ャー、「認知症初期集中支援チーム」等の在宅関係機関を支援し、地域の

対応力を高める機能を担う。さらに、在宅関係機関だけでなく、介護保険

施設や病院等と連携し、認知症の人が行動・心理症状等により危機的な状

況に陥らないようにするための「危機回避支援」を行うものである。 

 

 ○ 現行の「認知症疾患医療センター（地域型・基幹型）」は、詳細・厳密

な診断が必要とされる困難な事例や夜間救急対応、身体合併症で入院が必

要な場合に対応することが想定される。 

 

【認知症の人の精神科病院への長期入院の解消】 

 

○ 認知症の人の不適切な「ケアの流れ」の結果として、認知症のために精

神病床に入院している患者数は、５．２万人（平成 20 年患者調査）に増

加し、長い期間入院し続けるという事態を招いている。 

 

○ これは、現在の認知症施策が、次の 5 つの問題点に適切に対応できてい

ないことが背景にある。 

①  早期の診断に基づき、早期の適切なケアに結びつける仕組みが不十分

である。このため、早期の適切なアセスメントによるケアの提供、家族

への支援があれば、自宅で生活を送り続けることができる認知症の人で

も、施設や精神科病院を利用せざるを得なくなっている。 

②  不適切な薬物使用などにより、精神科病院に入院するケースが見受け

られる。 

③  一般病院で、身体疾患の合併等により手術や処置等が必要な認知症の

人の入院を拒否したり、行動・心理症状に対応できないので精神科病院

で対応してもらう等のケースがある。施設でも、行動・心理症状に対応

できないので、精神科病院に入院してもらうケースがある。 

④  認知症の人の精神科病院への入院基準がないこともあり、必ずしも精
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神科病院への入院がふさわしいとは考えられない認知症の人の長期入

院が見られる。 

⑤  退院支援や地域連携が不十分であり、精神科病院から退院してもらお

うと思っても地域の受入れ体制が十分でない。 

  

○ こうした問題点の解消のためには、不適切な「ケアの流れ」を変え、標

準的な認知症ケアパスを構築するとともに、特に以下の５つの施策を重点

的に取り組むべきである。このため、今後、厚生労働省内をはじめとして

関係者が総力をあげて取り組むこととする。 

＜５つの重点施策＞ 

①  早期診断と「認知症初期集中支援チーム」による早期ケアの導入 

②  「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 

③  一般病院入院中の身体合併症を持つ認知症の人や施設入所中の行

動・心理症状発症者に対する外部からの専門家によるケアの確保 

④  精神科病院に入院が必要な状態像の明確化について、有識者等による

調査、研究の実施 

⑤  「退院支援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診療計画）」

の作成と地域での受入れの体制づくりの推進 

 

【今後の取組】 

 

○ 今後、この報告書に基づき、省内関係部局（医政局、社会・援護局障害

保健福祉部、老健局、保険局）、関係省庁、地方公共団体、関係団体等と連

携して、計画的に認知症施策を推進していくことにする。 

 

○ また、認知症施策の推進に当たっては、住民にとって最も身近な基礎的

自治体である市町村の果たすべき役割は大きい。高齢者の数や地域ごとの

特性等に応じて各地域で、認知症の人への支援体制が構築されることが重

要である。その積極的な取組と国や都道府県からの支援が必要である。 

  

 ○ 今後、この報告書に掲げた施策に関する平成 25 年度からの 5 年間の具

体的な計画を、平成 25 年度予算要求とあわせて策定する。 

 

 ○ さらに、認知症施策を効果的に推進していくため、「認知症疾患医療セ

ンター」の所管替えなど厚生労働省内の認知症施策の一元化とこれに応じ

た組織の見直しを行う。 
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Ⅱ 現状・課題等 

 

【認知症ケアパスの課題】 

○ 早期診断・早期対応の遅れ、行動・心理症状等への不適切な対応など

により、不必要な施設入所や精神科病院への入院が増えている。また、「認

知症の人は、在宅で生活することは難しく、施設や精神科病院に入所・

入院する」という考えが一般化している。 

 

【早期診断・早期対応の課題】 

○ かかりつけ医には、認知症の早期発見とその状態の変化の把握、認知

症の人への日常的な診療や家族への助言を行うことが期待されている。

現在、「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を実施しているものの、そ

の修了者数は不足している。 

 

○ 早期対応の遅れから認知症の症状が悪化し、行動・心理症状等が生じ

てから、医療機関を受診しているケースが散見されている。一方、国際

的には認知症の人への早期対応が重視されてきている。例えば、イギリ

スでは、「国家認知症戦略」に基づき、早期診断を含む包括的な「メモリ

ーサービス（初期集中支援サービス）」が重点施策として位置付けられ、

在宅での生活の継続につながるサービス体制の整備を推進している。 

 

○ 日常的なケアの場での継続的なアセスメントが不十分であるため、適切

な認知症のケアが提供できていない。 

 

○ 「認知症疾患医療センター」は、認知症の的確な診断と行動・心理症

状や身体合併症を持つ患者への対応を実施している。現在、基幹型が７

か所、地域型が１６４か所（平成 24 年５月１日現在）となっている。

しかし、現状の設置数では受診まで数ヶ月を要する状況にある。 

早期の診断を一層促進するためには、より身近に、かかりつけ医と連

携して、その支援を担う地域の認知症医療の拠点を整備することが必要

である。 

 

○ 認知症の人に対するケアマネジメントが不十分なケアプランが見られ

る。また、利用者のニーズに応じて、包括的に医療・介護サービスを提

供する体制が不十分である。 
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【認知症の人に対する医療の問題点】 

○ 認知症の精神症状に対する抗精神病薬の投与については、先進諸国で、

その悪影響について議論が行われ、ガイドライン等が策定されているが、

日本ではまだガイドライン等が策定されていない。また、不適切な薬物

使用により精神科病院に長期入院するケースが見られる。 

 

  ○ 一般病院で、職員の認知症への理解や対応力の不足から、身体疾患の

合併等により手術や処置等が必要な認知症の人の入院を拒否するなど

の問題が生じている。 

 

○ また、一般病院で、行動・心理症状に対応ができないため、精神科病

院に転院するケースが見られる。 

 

○ 有識者の中には、「できる限り地域での生活を継続していくためには、

入院が必要な状態像を明確化し、できる限り入院の対象となる人を限定

していくべきである」という意見がある。具体的には、精神科病院への

入院が必要な状態像として、 

・ 対応を工夫しても暴力が激しく、強制力を利用しなければコントロ

ールできない場合 

・ 被毒妄想など精神症状に基づく拒食があり、生命に危険が及ぶ場合 

・ 精神症状に基づく拒薬があり、薬物療法が不可能な場合 

等の治療上強制力が必要な場合に限定してはどうかという意見もある。 

 

○ 認知症のために精神病床に入院している患者数は、平成８年の２．８

万人から平成２０年には５．２万人（いずれも患者調査）と大幅に増加

している。 

 

【認知症の人に対する介護の問題点】 

○ 認知症ケアにおいては、介護と医療の連携体制の構築が重要であるが、

多くの自治体では、その取組が遅れている。また、認知症の人の支援に

ついては、平成 24 年度から介護保険事業計画の中で策定する努力義務

が法律上設けられたばかりであるので、市町村の認知症に係る課題やサ

ービスの把握・分析が遅れている。 

 

○ 今後、認知症の人が増加していくことが見込まれるなかで、認知症の

人が住み慣れた地域で可能な限り生活を続けていくためには、今までの

提供水準の居住系サービスや在宅サービス等の介護サービスでは、十分
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に対応できないおそれがある。 

 

○ 在宅での認知症ケアを推進していくために、「認知症対応型共同生活介

護（グループホーム）」の事業所が、その知識・経験・人材等を生かして、

地域社会に根ざした認知症ケアの拠点としての活動を推進する必要があ

るが、現状では十分に機能していない。また、入所者の重度化への対応

が十分できていない。 

 

○ 介護保険施設・事業所の職員の認知症への理解の不足から、本来は受

入れ可能であるにも関わらず、認知症の人の入所・利用を拒否するなど

の問題が生じている。 

 

○ 介護保険施設等で、行動・心理症状への対応ができていないため、精

神科病院に入院するケースが見られる。 

 

【地域での日常生活・家族の支援に関する課題】 

○ 一般的に高齢者は、閉じこもりがちのため、心身の機能が低下し、生

活が不活発になることによる認知機能の低下が懸念されている。各市町

村では、地域ニーズの把握や介護予防事業等で認知機能低下の予防に取

り組んでいるが、必ずしも十分ではない。 

 

○ 地域包括支援センターでは、本来業務として「総合相談支援業務」を

実施することとなっているが、他の業務に忙殺される等の理由から、そ

の取組には限界がある。 

 

○ 一般的に認知症の人は、環境の変化に脆弱であるという特性があるた

め、住み慣れた地域でのよい環境のもとで、安心して暮らし続けるよう

にすることが大切である。現在、認知症に関する正しい知識と理解の普

及、見守り、相談支援などの地域による支援体制の構築を行っている先

進的な自治体もあるが、多くの自治体では十分な対応ができていない。 

 

○ 認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家

族に対して出来る範囲で手助けをする「認知症サポーター」は、着実に

増加し、支え合いの活動が始まっている。そのサポーターの助け合いの

活動を支援し、認知症の人を支えられる地域づくりへとつなげられるか

が課題である。 

 

○ 高齢者の権利擁護に関しては、家族や介護サービス従事者等による虐
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待防止等の取組の推進、地域包括支援センターによる「権利擁護業務」

の推進、都道府県による権利擁護相談・支援体制の構築が図られてきた

ところであるが、不十分な状況である。 

 

○ 認知症の人や独居高齢者の増加を踏まえると、日常の生活に関わりの

深い身上監護（介護サービスの利用契約の手助け等）に係る成年後見の

必要性が高まることが予想され、後見等の審判請求を行う市町村長申立

の必要性が高まる。今後、市民も含めて後見人を確保していくことが必

要となる。しかし、そのための体制整備は一部の自治体でしか見られな

い。 

 

○ 認知症の人や家族に対しては、認知症の知識や介護技術の面だけでは

なく、精神面も含めた様々な支援が重要である。しかし、現行施策は、

コールセンターの設置や、交流会の開催などの支援にとどまっている。 

 

【若年性認知症施策の課題】 

○ 若年性認知症については、「診断されたが、どこに相談したら良いのか

分からない」など本人や家族からの意見がある。 

 

○ また、若年性認知症の人や関係者等が地域で交流できる居場所が不足

している状況にある。 

 

○ 平成 21 年度に国の予算補助事業として「若年性認知症対策総合推進

事業」を創設するなど、その取り組みを強化してきたが、都道府県や市

町村によって、取り組みにばらつきがみられる。 

 

○ 若年性認知症の人の支援は、一般的に診断から介護保険サービスの利

用に至るまでの期間が長い。その間の就労支援、障害福祉サービスの活

用、インフォーマルサービスの活用など、本人の状態に応じた適切な支

援が必要である。 

 

【認知症に関する医療・介護従事者に対する研修の課題】 

○ これまで認知症の人に対するケアは、個人的な経験に依拠していたり、

サービス種類別に個別に行われていたりする傾向にあり、認知症の人の

生活全体を支える視点が不足していた。 

 

○ 現在の研修は、医療・介護従事者に対する認知症ケアの研修が別々に

行われている。このため、同一地域に勤務していても顔を合わせる機会
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が少なく、同じ言葉を使用しても理解に違いがあることから、認知症ケ

アの現場で、連携がとれた対応ができていないとの指摘がある。また、

座学を中心とした集合研修に重きを置いており、実務に即したものとな

っていないとの指摘がある。 

 

○ 介護従事者に対しては、各都道府県等で、「認知症介護実践リーダー研

修」、「認知症介護指導者養成研修」等の研修が行われているが、特に居

宅サービスの介護事業所に勤務する従事者を中心として、研修の機会が

少ないとの指摘がある。 

 

○ 医療従事者に対しては、各都道府県等で、「かかりつけ医認知症対応力

向上研修」や「認知症サポート医養成研修」が行われているが、一般病

院勤務の医師や看護師をはじめとする医療従事者に対する研修の機会は

不十分である。  
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Ⅲ 具体的な対応方策 

 

１． 標準的な認知症ケアパスの作成・普及 

 

【基本的な対応方針】 

 

○ 認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、また、

認知症の人やその家族が安心できるよう、標準的な認知症ケアパ

ス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作成と普及を推

進する。 

 

 

【具体的な対応方策】 

 

  ① 認知症の状態に応じた適切なサービスの提供 

○ 認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、

医療や介護サービスへのアクセス方法やどの様な支援を受けること

ができるのかを早めに理解することが、その後の生活に対する安心感

につながる。このため、標準的な認知症ケアパスの作成を進めていく

こととする。 

○ 標準的な認知症ケアパスとは、認知症の人が認知症を発症したとき

から、生活機能障害が進行していく中で、その進行状況にあわせてい

つ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのかをあ

らかじめ標準的に決めておくものである。 

○ 標準的な認知症ケアパスの作成に当たっては、「認知症の人は施設

に入所するか精神科病院に入院する」という従来の考えを改め、「施

設への入所や精神科病院への入院を前提とせず、認知症になっても本

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暮らし

続ける」という考え方を基本とする必要がある。 

○ 標準的な認知症ケアパスについては、今後、国としてその調査・研

究を行うが、その概念図は巻末の参考資料１（Ｐ27）のとおりであ

る。 

○ なお、国が行う標準的な認知症ケアパスの調査・研究を踏まえて、

市町村で、地域の実情に応じて、その地域ごとの認知症ケアパスの作

成・普及を進めていく。地域ごとの認知症ケアパスでは、認知症の人

の生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どの様な医療・介

護サービスを受ければよいのか、具体的な機関名やケア内容等が、あ

らかじめ、認知症の人とその家族に提示されるようにする。 
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２． 早期診断・早期対応 

 

【基本的な対応方針】 

 

○ 認知症の人の日常の医療をかかりつけ医が担うよう、その認知

症対応力の向上を図る。 

○ 認知症の人や家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」

を地域包括支援センター等に配置し、アセスメント、体調管理、

環境改善、家族支援などの初期支援を包括的・集中的に行い、自

立生活のサポートを行う事業をモデル的に実施する。 

○ かかりつけ医と連携し、そのバックアップを担う「身近型認知

症疾患医療センター」を整備し、早期の的確な診断、介護との連

携を確保する。 

○ 適切なケアマネジメント、「地域ケア会議」の開催により、地域

で認知症の人に対する包括的な医療・介護サービスの提供を行い、

地域での生活を可能とする。 

 

【具体的な対応方策】 

 

  ① かかりつけ医の認知症対応力の向上 

○ 今や認知症は誰しもが発症する可能性があるありふれた疾患であ

り、認知症の人への日常的な診療や家族への助言は、かかりつけ医

が担う必要がある。 

○  かかりつけ医は、外来での診療のみならず訪問診療を行うことに

より、高齢者の日常的な身体疾患への対応や健康管理などを通じて、

その状態の変化をいち早くキャッチすることが可能である。そして、

認知症の早期段階で専門医療機関への受診勧奨を通して、早期診断

等へ寄与することが期待できる。 

○ そのため、現在実施している「かかりつけ医認知症対応力向上研

修」を充実し、レベルアップを図る。また、必要なときに「身近型

認知症疾患医療センター」からアドバイスを受けることが可能とな

る体制を整備する。 

○ 「認知症サポート医」については、「認知症疾患医療センター」の

整備状況等を踏まえ、その役割について再検討を行う。 

○ また、かかりつけ医が、認知症の人とその家族や介護従事者等へ

の適切なアドバイスを行うとともに、医療と介護の橋渡し的な役割

を担うため、「医師のための認知症患者及び家族への対応ガイドライ
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ン」を作成する。 

 

② 「認知症初期集中支援チーム」の設置（Ｐ29 参考資料３参照） 

○ イギリスなどの例を参考に、看護職員、作業療法士等の専門家か

らなる「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター等に

配置し、認知症の人や家族に関わり、自立生活のサポートを行う体

制の整備に取り組む。 

○ このチームは、家庭訪問を行い、生活場面で詳細な情報を収集し

て本人や家族に対する初期のアセスメントを実施するとともに、本

人や家族への認知症の症状や病気の進行状況に沿った対応等につい

ての説明、初期の在宅での具体的なケアの提供、家族に対するアド

バイスなどを行い、一定期間、集中的に本人と家族に関わるものと

する。また、医師の参加を得て、「チーム員会議」を開催し、ケア方

針の決定や医療機関への紹介の有無等について検討するものとする。 

なお、一定期間経過後は、ケアマネジャー、介護サービス事業者、

かかりつけ医等に引き継ぐ役割を担うものとするが、その後も、ケア

マネジャーやかかりつけ医等に対する専門的なアドバイスやサポー

トの役割を果たすことが期待される。 

○ このチームは、イギリスの例では、高齢者人口約４万人に１チー

ムの割合での設置が図られており、大きな成果が報告されている。

国際アルツハイマー病協会の報告書（2011 年）でも、先進国での

今後の初期の包括的な支援体制の構築を提言する中で、このような

チームの重要性について言及している。 

  このため、このチームの整備について、早期に専門家からなる研

究事業を立ち上げ、モデル事業に着手するとともに、今後、具体的

な取組について検討を行うこととする。 

 

③ アセスメントのための簡便なツールの検討・普及 

○ 日常的なケアの場で、かかりつけ医、ケアマネジャー、介護従事

者等が、認知症の人に対して継続的なアセスメントを行い、認知症

ケアの適切な提供につなげていく必要がある。 

○ このため、アセスメントについて、介護従事者や家族などでも簡便

に活用することができ、認知症の重症度の推測、早期受診につながる

ツールの検討・普及を行う。 
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④ 早期診断等を担う「身近型認知症疾患医療センター」の整備 

○ 現在の医学では、必ずしも全てのケースで認知症の正確な病型診

断が可能なわけではない。しかし、そもそも認知症か否かという除

外診断や、正常圧水頭症等の治療可能な認知症かどうか、前頭側頭

型認知症等の療養上留意を要する認知症かどうかなどを早期に診断

することは、重要である。 

○  現在 171 か所ある「認知症疾患医療センター（基幹型・地域型）」

に加えて、新たに的確な診断やかかりつけ医や地域包括支援センタ

ー等との連携・支援を担う「身近型認知症疾患医療センター」を、

全国に３００か所程度（「認知症疾患医療センター（基幹型・地域型）」

を含めて、２次医療圏域に１か所以上、高齢者人口６万人に１か所

程度）整備することを目標とする。 

○ 医療計画（都道府県）で、「身近型認知症疾患医療センター」を含

めた「認知症疾患医療センター」等の専門医療機関を具体的に記載

し、地域住民にもわかりやすく情報提供する。 

○ 「身近型認知症疾患医療センター」は、かかりつけ医等からの紹

介を受けて、認知症の診断を行い、その後、かかりつけ医の元に戻

して、かかりつけ医が日常の診療を行うことを前提としたものとす

る。 

○ また、「身近型認知症疾患医療センター」の医師が、一般病院や介

護保険施設・事業所に訪問して、行動・心理症状の認知症の人に対

する専門的な医療を提供すること等により、行動・心理症状の増悪

による転院や入院の回避を支援する。 

○ なお、かかりつけ医の認知症対応力が向上し、「認知症初期集中支

援チーム」の取組が普及するまでの間は、主として「身近型認知症

疾患医療センター」の医師が、「認知症初期集中支援チーム」の一員

として関与したり、ケアマネジャーやかかりつけ医等に対する専門

的なアドバイスを行う役割を果たすものとする。こうした取組によ

り、認知症の人や家族への初期支援の体制を構築する。 
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【「身近型認知症疾患医療センター」の要件】 

① 身近な地域に存在する（概ね 65 歳以上人口 6 万人に１か所程度）。 

② 検査体制を有する医療機関との連携により的確な診断や投薬の適切な管理等を

行うことができる認知症の専門の経験を有する医師と臨床心理技術者（兼務可）

を配置する。 

③ 診断後、早期に適切な介護サービス等の支援につなげ、地域で暮らしていける

よう、かかりつけ医やセンターが担当する区域にある数箇所の地域包括支援セン

ター等との連携担当者を配置（兼務可）し、連携体制を築いている。 

④  行動・心理症状の増悪による転院や入院を回避する目的として、病院や介護保

険施設・事業所への診療相談、往診など（いわゆる地域リエゾン）を行っている。 

⑤  診療所又は病院により行われるもの。 

 

   ⑤ 認知症の人の適切なケアプラン作成のための体制の整備 

○ 地域で早期から継続的に包括的な医療・介護サービスを提供する仕

組みを構築するためには、多職種の連携による適切なケアプランの作

成が行われる必要がある。具体的には、 

・ ケアマネジャーが、在宅の認知症の人について、その症状や家族

の抱える不安などの状況把握を行うとともに、専門医療機関での確

定診断やかかりつけ医等からの情報提供を受け、対象者の認知症の

重症度、状態等についてのアセスメントを行う。 

・ アセスメント結果や地域ごとに作成した標準的な認知症ケアパス

を活用し、ケアマネジャーがケアプラン（将来的に状態が変化し重

症となった場合や緊急時対応等を含む。）を作成する。 

・ ケアマネジャーが作成したケアプランを基に、地域包括支援セン

ター等を中心として、医療・介護従事者、行政機関、家族等の支援

に携わる者が一堂に会する「地域ケア会議」を開催し、アセスメン

ト結果を活用したケアプランの検討・検証を行う体制が全国で構築

されるよう推進していく。（Ｐ30 参考資料４参照） 
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３． 地域での生活を支える医療サービスの構築 

 

【基本的な対応方針】 

 

○ 「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定を行う。 

○ 一般病院で、身体疾患の合併等により手術や処置等が必要とな

る認知症の人の入院の受入等を促進する。 

○ 「身近型認知症疾患医療センター」の職員が、一般病院の職員

に対して、行動・心理症状等で対応困難な事例へのアドバイスや

一般病院に訪問して専門的な医療を提供するなどの業務の充実を

図る。 

○ 精神科病院に入院が必要な状態像の明確化について、有識者等

による調査、研究を行う。 

○ 精神科病院に入院した認知症の人の５０％が退院できるまでの

期間を平成 32 年度までに２か月に短縮するために、精神科病院

に入院している認知症の人の円滑な退院・在宅復帰の支援を行う。 

 

 

【具体的な対応方策】 

 

① 「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 

    ○ 認知症の症状は、不適切な薬物使用などにより悪影響を受けやす

い。また、認知症の精神症状に対する抗精神病薬の投与が世界的に

議論されている中、日本では、臨床現場で利用されている事例があ

り、保険診療の中での使用が認められている現状がある。認知症に

対する薬物の影響や行動・心理症状に対する適切な薬物治療と非薬

物治療についての検証、ならびに実践的なガイドラインを策定し、

普及を図る。 

 

   ② 一般病院での認知症の人の手術、処置等の実施の確保 

○ 在宅及び介護保険施設等で生活している認知症の人が、身体疾患

の合併等により手術や処置等で入院が必要となった場合、一般病院

での入院を確保することが重要である。そのため、一般病院勤務の

医師、看護師をはじめとする医療従事者が、認知症ケアについて理

解し適切な対応ができるよう研修を拡充する。 
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③ 一般病院での認知症対応力の向上 

    ○ 「身近型認知症疾患医療センター」の職員が、一般病院の職員に

対して、行動・心理症状等で対応困難な事例へのアドバイスや、研

修を行うなどの業務の充実を図る。 

○ また、「身近型認知症疾患医療センター」の医師が、必要に応じ

て、一般病院に訪問して、行動・心理症状等の認知症の人に対する

専門的な医療を提供する。 

 

④ 精神科病院に入院が必要な状態像の明確化 

○ 入院が必要な状態像の明確化については、今後、医療従事者、介

護関係者を含めた有識者等により十分な調査、研究を行うなど、

コンセンサスの形成に努める。 

 

⑤ 精神科病院からの円滑な退院・在宅復帰の支援 

○ 入院が必要な場合でも、できる限り短い期間での退院を目指すた

めに、ある月に新たに精神科病院に入院した認知症の人（認知症治

療病棟に入院した患者）のうち、５０％が退院できるまでの期間を

平成 32 年度までに 2 か月にする（現在は６か月）ことを目標と

する。 

○ このため、精神科病院への入院時から退院後に必要なサービスを

受けるための諸手続き等を円滑に行うための体制整備や、「退院支

援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診療計画）」の作

成等を通じて、退院後に必要な介護サービス等が円滑に提供できる

仕組づくりを推進する。 

○ 地域での受入れの体制づくりや人材の育成については、平成 25

年度予算に反映する。また、第６期介護保険事業計画期間（平成２

７年度から２９年度まで）以降の各自治体の計画等への反映方法、

医療計画や障害福祉計画との連携について検討する。 
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４． 地域での生活を支える介護サービスの構築 

 

【基本的な対応方針】 

 

○ 介護保険事業計画等で、地域の実情に応じて、医療と介護の円

滑な連携や認知症施策の推進について位置付ける。 

○ 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくた

めに、「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」等の介護

サービスの拡充を図る。 

○ 行動・心理症状等が原因で在宅サービスが困難となった場合に

は、介護保険施設等の地域の介護サービスがその担い手となるこ

とを推進していく。 

 

 

【具体的な対応方策】 

 

  ① 医療・介護サービスの円滑な連携と認知症施策の推進 

○ 認知症施策の実施に当たって、住民にとって最も身近な基礎的自治

体である市町村の果たすべき役割は大きい。このため、介護保険事業

（支援）計画（市町村・都道府県）や医療計画で、地域の実情に応じ

て、医療と介護の連携体制について位置付ける。例えば、専門医療機

関と地域包括支援センターとの連携、介護サービス事業者と医療機関

との連携を位置付けることにより、各地域で積極的に連携体制を構築

する。 

また、介護保険事業計画（市町村）で、認知症に係る課題や必要と

なるサービスの把握・分析を十分に行った上で、認知症施策を位置付

ける。 

○ 平成 23 年度から実施している「在宅医療連携拠点事業」では、認

知症への対応も含めた好事例の情報を広く関係者に提供していくこ

となどにより、在宅医療の取組に関する全国的な質の向上を図る。 

 

  ② 認知症にふさわしい介護サービスの整備 

○ 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため

に、「グループホーム」、「小規模多機能型居宅介護」、「定期巡回・随

時対応サービス」などを始めとした地域密着型サービスの拡充を図

る。 
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  ③ 地域の認知症ケアの拠点としての「グループホーム」の活用の推進    

○ 在宅での認知症ケアを推進していくために、「グループホーム」の

事業所が、その知識・経験・人材等を生かして、地域社会に根ざした

認知症ケアの拠点としての活動を推進する。 

○ 具体的には、「グループホーム」で行われる「共用型認知症対応型

通所介護」や「グループホーム」の空床を利用した「短期利用共同生

活介護」により、在宅で生活する認知症の人やその家族及び、病院や

介護保険施設から在宅へ復帰した認知症の人やその家族への相談や

支援を行うことを推進する。 

○ また、「グループホーム」入所者の重度化や看取りの対応を強化す

る観点から、「医療連携体制加算」や「看取り介護加算」として評価

しており、この評価を継続して実施する。 

 

④ 行動・心理症状等が原因で在宅生活が困難となった場合の介護保

険施設等での対応 

○ 認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合には、精

神科病院への入院に頼ることなく、地域の介護サービスがその担い手

となることを推進していく。 

 具体的には、介護保険の短期入所系サービスや介護保険施設で「認

知症行動・心理症状緊急対応加算」として、期間を限定した形で緊急

的な対応を評価しており、この評価を継続して実施する。 

○ また、認知症の人がなるべく早く在宅生活に復帰するためには、介

護保険施設からの退所前等に入所者の居宅を訪問し、退所後の生活を

想定したケアを提供することやサービス内容等について家族と連携

することが重要であり、多職種協働による体制の整備を推進する。 

 

⑤ 介護保険施設等での認知症対応力の向上 

○ 「身近型認知症疾患医療センター」の職員が、介護保険施設・事

業所の職員に対して、行動・心理症状等で対応困難な事例へのアド

バイスや、研修を行うなどの業務の充実を図る。 

○ また、「身近型認知症疾患医療センター」の医師が、必要に応じ

て、介護保険施設等に訪問して、行動・心理症状等の認知症の人に

対する専門的な医療を提供する。 
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５．地域での日常生活・家族の支援の強化 

 

【基本的な対応方針】 

 

○ 認知機能低下予防プログラムを盛り込んだ介護予防マニュアルを

全市町村に配布する。 

○ 全国の市町村で、本庁や地域包括支援センター等に介護と医療の

連携強化や、認知症施策の推進役を担う「認知症地域支援推進員」

の設置を推進する。 

○ 地域で認知症の人とその家族を支援し、見守る体制を強化するた

め、「認知症サポーター」の養成等を引き続き進めるとともに、地域

での互助組織等の活動を支援する。 

○ また、権利擁護の確保や、市民後見人の育成と市町村による活動

支援を推進する。 

 

 

【具体的な対応方策】 

 

  ① 認知症に関する介護予防の推進 

○ 定期的な運動により、認知機能低下の予防につながるとの効果検証

が行われており、こうした研究成果を活用し、介護予防事業の取組を

推進する。 

○ このため、認知機能低下予防プログラムを盛り込んだ介護予防マニ

ュアルを全市町村に配布し、認知機能低下予防の取組を進める。 

 

② 「認知症地域支援推進員」の設置の推進 

      ○  全国の市町村で、介護と医療の連携強化や、地域の実情に応じて

認知症の人やその家族を支援する事業の推進役を担う「認知症地域

支援推進員」の市町村本庁や地域包括支援センターへの設置を図る。 

 

③ 地域で認知症の人を支える互助組織等の活動への支援 

      ○ 地域で認知症の人やその家族を支える互助組織等の活動を支援し

ていくことは、認知症の人やその家族に安心感を与え、住み慣れた

地域で安心して暮らし続けることにつながると考えられる。 

       ○ 地域で、認知症の人の徘徊事案に対応するため、警察のみならず、

幅広く市民が参加する徘徊高齢者の捜索・発見・通報・保護や見守

りに関するネットワークを構築するための「徘徊・見守りＳＯＳネ
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ットワーク構築事業」や、認知症の人やその家族を支える地域の人

材やサービス拠点についての情報を収集し、整理した「地域資源マ

ップ」を作成するなど、地域の実情に応じた取組を推進していく。 

 

④ 「認知症サポーターキャラバン」の継続的な実施  

○ 「認知症サポーター」を養成することは、地域で認知症施策を進め

る上で重要な取組である。 

○ 「認知症サポーター」は、平成 24 年３月末現在で、全国で約 330

万人が養成されたところであり、その取組は、全国に広がっている。

この取組を継続的に実施し、認知症の人とその家族に対する見守りや

支援施策の充実を図る。 

○ また、「認知症サポーター」として養成された人々の自主的な活動

が、認知症の人を支える地域づくりへと広がりを見せるよう、自治体

がその活動を支援していく。 

 

   ⑤ 高齢者の虐待防止などの権利擁護の取組の推進 

○ 高齢者の虐待防止のための市町村の対応窓口は、多くの市町村で設

置されている。今後、一般住民への対応窓口の再周知や、対応マニュ

アルの作成、ネットワークの構築の推進等について積極的な取組を行

う。 

○ また、市町村に対する都道府県の支援が重要であり、市町村に対し、

虐待対応事例の収集・提供を行う取組や、弁護士等による専門職チー

ムなどを活用した権利擁護窓口の設置の取組の強化を図る。 

 

   ⑥ 市民後見人の育成と活動支援 

○ 平成 23 年度から、①市民後見人の養成のための研修、②市民後見

人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築、③市民後見人の

適正な活動のための支援などを行う「市民後見推進事業」を予算補助

事業として創設した。 

○ また、平成 24 年４月に施行された改正老人福祉法で、市民後見人

の育成と活動支援の推進を図ることとされた。 

○ 今後、市民後見人の育成と活動支援などの取組が、全国の自治体で

実施されるよう、その取組の強化を図る。 
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⑦ 家族に対する支援 

○ 認知症の人の介護を行うことは、その家族にとって相当な負担とな

っており、認知症の人と家族などとの関係性によっては、認知症の人

に悪影響を与えるおそれが生じる。 

このため、地域包括支援センター職員やケアマネジャーなどが、認

知症の人のアセスメントを行う際に、認知症の人だけでなく、家族と

の間の関係性の中に生ずる問題にも十分焦点を当てるとともに、その

理解や対応を通じて、家族の過重な負担の軽減につながる可能性も踏

まえて行うよう徹底する。 

また、家族などの介護者への支援の視点も含めたケアプランを作成

し、家族などの介護者への支援の視点も含めたサービス提供が行われ

るようにする。 

なお、当面、モデル的に実施する「認知症初期集中支援チーム」で

も、家族などの介護者への支援の視点も含めたサービス提供を行う。 

○ 国の予算補助事業である「認知症対策普及・相談・支援事業」や地

域支援事業で行われている「家族介護支援事業」において、一部の地

域で実施されている「家族教室」（認知症に関する知識の習得や情報

共有を図る場）や「認知症カフェ」（認知症の人と家族、地域住民、

専門職等の誰もが参加でき、集う場）の普及など内容の充実等を図る。 
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６．若年性認知症施策の強化 

 

【基本的な対応方針】 

 

 若年性認知症の特性に配慮し、支援のためのハンドブックを作成し、

配布するとともに、本人や関係者等が交流できる居場所づくりの設置

等を促進する。 

 

 

【具体的な対応方策】 

 

① 若年性認知症支援のハンドブック作成 

○ 若年性認知症の人が発症初期の段階からその状態に応じた適切な

サービスの利用を可能とするため、若年性認知症支援のハンドブック

を作成し、医療機関や自治体窓口など若年性認知症と診断された人が

訪れやすい場所で配布する。 

 

② 若年性認知症の人の居場所づくり 

○ 若年性認知症の人の特性に配慮した就労支援や社会参加の支援、本

人や関係者等が交流できる居場所づくりについて、障害福祉・介護保

険に関する施策や、その他の若年性認知症施策の活用促進を図る。 

 

③ 若年性認知症の人のニーズ把握等の取組の推進 

○ 国の予算補助事業である「若年性認知症対策総合推進事業」により、

「都道府県内における若年性認知症実態調査及びニーズ把握のため

の意見交換会の開催」や「若年性認知症の人の自立支援のための関係

者のネットワーク構築に資する事業」等の取組の強化を図る。 

 

④ 若年性認知症の人の就労等の支援 

○ 若年性認知症の人の個々の状態に応じた支援体制の構築を行うほ

か、雇用継続や就労の支援など障害者施策との連携の取組の強化を図

る。 
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７．医療・介護サービスを担う人材の育成 

 

【基本的な対応方針】 

 

○  認知症の人への医療・介護を含む一体的な生活支援としての「認

知症ライフサポートモデル」（認知症ケアモデル）の策定を行う。 

○ 「認知症ライフサポートモデル」の研究成果を基に、標準的な医

療・介護従事者の協働研修のためのカリキュラムの開発と研修体系

の整備を行い、医療従事者・介護従事者の研修の機会の確保に一層

努める。 

 

 

【具体的な対応方策】 

 

  ① 「認知症ライフサポートモデル」の策定 

○ 認知症ケアに携わる様々な専門職は、これまで、高齢者の尊厳の

保持やＱＯＬの向上に向けて試行錯誤を続け、医療職は認知症とい

う疾患に焦点を当てたアプローチ、介護職は認知症の人の人生や生

活に焦点を当てたアプローチを主な方法論としてきた。そのため、

医療と介護は連携がとりにくく、それぞれが得た情報はそれぞれの

領域にのみに活用され、結果的にばらばらの対応となっていた。 

○ 今後は、科学的根拠に基づいた一体的かつ継続的な質の高いケア

を提供していくために、認知症の人のケアモデルの構築を図ること

が急務である。 

○ 認知症ケアについては、医療と介護を別々に提供するのではなく、

ケアの主体である「認知症の人本人」に対する理解（本人の意思の

尊重）や原因疾患、症状を踏まえつつ、認知症の人の生活全般をサ

ポートしていく視点が必要である。また、認知症ケアについては、

高い個別性が求められることを前提とした上で、優れた認知症ケア

現場の経験と知見から、最低限の規範にすべき理念や方法論を抽出

し整理する必要がある。 

○ このような点に留意し、認知症の人への医療・介護を含む一体的

な生活の支援として「認知症ライフサポートモデル」（認知症ケアモ

デル）を策定する。 
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② 認知症ケアに携わる医療、介護従事者に対する研修の充実 

○ 「認知症ライフサポートモデル」の策定を踏まえ、研修カリキュ

ラムやテキストの開発についての検討を行い、研修内容の一層の充

実とケアの標準化を図る。 

○ 特に、医療、介護従事者の双方が共通して理解しておくべき基礎

的知識に関する研修を合同で行うことが重要であり、標準的なカリ

キュラムを医療、介護双方の有識者が連携して策定するとともに、

現在の医療、介護従事者別の研修について、多職種協働の研修とす

るよう転換を図る。 

○ また、研修内容は実務に即したものとするとともに、集合研修だ

けではなく、介護現場の現地での研修とするなど、実践的で効果的

なものとする。 

 

③ 介護従事者への研修の実施 

○ 介護従事者に対しては、認知症ケアに必要な知識や技能を身につ

けるため、認知症対応に関する研修を一層充実させる。具体的には、

居宅サービスの介護事業所に勤務する従事者やケアマネジャーも含

めて認知症に対応できる人材を育成するための方策について検討す

る。現在実施している「認知症介護実践者研修」、「認知症介護実践

リーダー研修」、「認知症介護指導者養成研修」等の研修体系、研修

内容を見直すとともに、現場で実務を行いながらでも受講しやすい

研修にする。 

 

④ 医療従事者への研修の実施 

     ○ 医療従事者への研修としては、前述の「かかりつけ医認知症対

応力向上研修」や「認知症サポート医養成研修」を拡充するととも

に、一般病院勤務の医師、看護師や訪問看護師をはじめとする医療

従事者向けの認知症に係る研修を拡充する。 
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標準的な認知症ケアパスの概念図 
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かかりつけ医・認知症疾患医療センター・認知症初期集中支援チームの相互関係図 
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認知症初期集中支援チームの概念図 

・カウンセリング 
・対応方法のアドバイス   

⑥家族支援 

④チーム員による本人家族への説明とケア方針の作成 

・認知症の進行状況に沿った対応    
・経過予測とサービス利用時の調整 
・緊急時・重篤時を含むケア方針の作成 等 

⑤在宅初期集中支援の実施 

・在宅での具体的ケアの提供 
・環境改善  
・服薬管理   
・24時間365日連絡体制の確保 

⑨地域ケア会議への出席 

診断 

⑦急性増悪期のアウトリーチや電話相談 

⑧ケアマネジャー等への助言 

介護サービス 
必要時 

情報提供 
  助言 

  ・アセスメントの共有 
  ・支援ポイントの明確化   

 ・在宅での普段の 
  生活 
 ・生活歴、現病歴 
 ・身体状況 
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 ・生活環境 
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センター等 
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診断 
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センター 
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                         （主治医経由）         
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①初回アセスメント訪問 
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市町村 

 

 
「地域ケア会議」の設置・運営 

 
要介護者の個人ごとに、多職種の第三者による専門的視点を交え
て、要介護度の改善等の自立を目指した個別のケア方針を検討す
る。 
 
 
①アセスメント内容の共有 
 
②多角的な課題分析とケア方針の検討、 
 →ケアマネジャー等への助言・指導 
 →ケアプラン等への反映 
 
③モニタリング結果と評価の共有 

地域包括支援センター （４,２２４ヶ所→1万ヶ所へ） 

保健師 社会福祉士 主任ケアマネジャー 

≪主な構成員≫ 
※実務者レベルで構成 

 
・自治体職員、包括職員 
・ケアマネジャー 
・介護事業者 
・OT、PT、ST 
・医師、歯科医師、薬剤師 
・看護師 
・管理栄養士、歯科衛生士 
・その他必要に応じて参加 

 ・自立支援の視点がより必要な事例 
 ・サービス担当者会議で課題解決が困難な事例 

協働 

協働 

在宅医療連携拠点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

協働 

地域の医療関係者との 
連携・協働 

都道府県医師会 
郡市医師会 

各専門職能団体 

病院・診療所 

薬  局 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

医師派遣 

医療的助言 
★これらの事例は、市町村が定める 
 選定基準や担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰからの 
 提案に従って決定する。 
 
【自立支援の視点がより必要な事例】 
 ・介護予防の視点が必要なケース 
 ・リハビリの視点が必要なケース 
 ・治療優先により改善が可能なケース 

 
【課題解決が困難な事例】 
 ・医療ニーズの高いケース 
 ・認知症の行動・心理症状が著しい 
  ケース 
 ・支援拒否、地域からの孤立ケース 
 ・老々介護、介護者に課題があるケース 
 ・若年者・児童を含む多問題世帯 
 ・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽの調整が必要なｹｰｽ 等 

ｻｰﾋﾞｽ提供事業者 ケアマネジャー 主治医 

自治会・地区社協 

 
民生委員 

NPO・民間事業者 

警察・児童相談所・ 
弁護士等の関係機関 

提案 

★利用者の自立支援に資する 
 適切なサービス提供による 
 要介護度の改善、在宅での 
 生活維持 
★従事者の資質向上とケアの 
 質の向上 
★多職種協働によるネット 
 ワークの構築 

地域ケア会議の概念図 

参考資料４ 

3
0
 

【得られる効果】 
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認知症施策検討プロジェクトチーム設置要綱 

 

１．趣旨 

認知症の方々は、今後高齢化のさらなる進展に伴い、急速に増加していくこ

とが見込まれている。認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続

するためには、医療、介護及び地域が有機的に連携したネットワークを形成し、

効果的な支援を行うことが重要であり、関連する施策のより一層の充実を図っ

ていくことが求められている。 

また、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」（主担当：

厚生労働大臣政務官）では、昨年９月以降、認知症と精神科医療について検討

が行われ、認知症に対する精神科医療の役割、症状の面から見て退院可能な人

が地域の場で暮らせるためのシステムづくり、できる限り地域での生活を継続

するための地域支援の拡充について提言されている。 

このため、認知症の方々が医療、介護等の支援を受けながら地域で生活を継

続していくための支援の在り方を明確にし、厚生労働省としてより実効ある施

策を講ずることを目指し、今般、関係部局から構成されるプロジェクトチーム

を設置する。 

 

２．構成 

 （１）認知症施策検討プロジェクトチームは、別紙のメンバーを構成員とする。 

（２）チームの庶務は、障害保健福祉部精神・障害保健課の協力を得て、老健局

高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室において行う。 

 

３．議事 

   議事は原則非公開とする。 

 

４．検討事項等 

・ 認知症の早期診断、早期対応体制の確立 

・ 認知症に対応した医療・介護サービス事業の普及（できる限り地域での生活

を継続するための地域支援体制の整備） 

・ 認知症の入院患者（特に精神科病院）の退院促進 

・ 認知症のケアの標準化とそれに基づく人材育成のあり方 

・ 市民後見人の育成など地域全体で、認知症の方々を支える体制の充実 
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別紙 

 

認知症施策検討プロジェクトチームメンバー 

 

 

 主査  ：  藤田厚生労働大臣政務官 

 

副主査 ：  医政局長 

社会・援護局長 

        障害保健福祉部長 

      ○ 老健局長 

        保険局長 

 

メンバー：  医政局指導課長 

障害保健福祉部精神・障害保健課長 

老健局介護保険計画課長  

老健局高齢者支援課長 

老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長 

老健局振興課長 

老健局老人保健課長 

保険局医療課長 

 

事務局 ：  老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室 

        障害保健福祉部精神・障害保健課 
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「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」 

（平成 25 年度から 29 年度までの計画） 

 

１．標準的な認知症ケアパスの作成・普及 

 ○ 「認知症ケアパス」（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作成・普及 

   ・平成 24～25 年度 調査・研究を実施 

   ・平成 25～26 年度 各市町村において、「認知症ケアパス」の作成を推進 

   ・平成 27 年度以降 介護保険事業計画（市町村）に反映 

 

２．早期診断・早期対応 

 ○ かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数（累計） 

平成２４年度末見込 ３５，０００人 → 平成２９年度末 ５０，０００人 

【考え方】高齢者人口約 600 人（認知症高齢者約 60 人）に対して、１人のかかりつけ医が受講。 

※ 後述の「認知症の薬物治療に関するガイドライン」も活用して研修を実施 

 ○ 認知症サポート医養成研修の受講者数（累計） 

   平成２４年度末見込 ２，５００人 → 平成２９年度末 4，0００人 

【考え方】一般診療所（約 10 万）２5 か所に対して、１人のサポート医を配置。 

 ○ 「認知症初期集中支援チーム」の設置 

   ・平成 24 年度 モデル事業のスキームを検討 

   ・平成 25 年度 全国 10 か所程度でモデル事業を実施 

   ・平成 26 年度 全国 20 か所程度でモデル事業を実施 

   ・平成 27 年度以降 モデル事業の実施状況等を検証し、全国普及のための制度化を検討 

 ※ 「認知症初期集中支援チーム」は、地域包括支援センター等に配置し、家庭訪問を行い、アセ

スメント、家族支援等を行うもの。 

 ○ 早期診断等を担う医療機関の数 

   ・平成 24～29 年度 認知症の早期診断等を行う医療機関を、約 500 か所整備する。 

【考え方】認知症疾患医療センターを含めて、二次医療圏に１か所以上。 

 ※ いわゆる「身近型認知症疾患医療センター」の機能（早期診断・早期支援、危機回避支援）に

ついては、平成 25 年度までに、認知症サポート医の活動状況等も含めた調査を行い、それを踏

まえて検証する。 
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○ 地域包括支援センターにおける包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として多

職種協働で実施される「地域ケア会議」の普及・定着 

   ・平成 24 年度 「地域ケア会議運営マニュアル」作成、「地域ケア多職種協働推進等事

業」による「地域ケア会議」の推進 

   ・平成 27 年度以降 すべての市町村で実施 

 

３．地域での生活を支える医療サービスの構築 

○ 「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 

   ・平成 24 年度 ガイドラインの策定 

   ・平成 25 年度以降 医師向けの研修等で活用 

○ 精神科病院に入院が必要な状態像の明確化 

   ・平成 24 年度～ 調査・研究を実施 

○ 「退院支援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診療計画）」の作成 

   ・平成 24 年度 クリティカルパスの作成 

   ・平成 25～２６年度 クリティカルパスについて、医療従事者向けの研修会等を通じて

普及。あわせて、退院見込者に必要となる介護サービスの整備を介

護保険事業計画に反映する方法を検討 

   ・平成２７年度以降 介護保険事業計画に反映  

 

４．地域での生活を支える介護サービスの構築 

○ 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、必要な介護サービス

の整備を進める。（別紙参照） 

 

５．地域での日常生活・家族の支援の強化 

  ○ 認知症地域支援推進員の人数 

平成２４年度末見込 １７５人 → 平成２９年度末 ７００人 

【考え方】５つの中学校区当たり１人配置（合計約 2,200 人）、当面５年間で 700 人配置。 

※ 各市町村で地域の実情に応じて、認知症地域支援推進員を中心として、認知症の人やその家族

を支援するための各種事業を実施 

 ○ 認知症サポーターの人数（累計） 

平成２４年度末見込 ３５０万人 → 平成２９年度末 ６００万人 
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○ 市民後見人の育成・支援組織の体制を整備している市町村数 

平成２４年度見込 ４０市町村  

将来的に、すべての市町村(約 1,700)での体制整備 

 ○ 認知症の人やその家族等に対する支援 

   ・平成 24 年度 調査・研究を実施 

   ・平成 25 年度以降 「認知症カフェ」（認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰も

が参加でき、集う場）の普及などにより、認知症の人やその家族等に

対する支援を推進 

 

６．若年性認知症施策の強化 

 ○ 若年性認知症支援のハンドブックの作成 

   ・平成 24 年度～ ハンドブックの作成。医療機関、市町村窓口等で若年性認知症と診断

された人とその家族に配付 

○ 若年性認知症の人の意見交換会開催などの事業実施都道府県数 

   平成２４年度見込 １7 都道府県 → 平成２９年度 ４７都道府県 

 

７．医療・介護サービスを担う人材の育成 

 ○ 「認知症ライフサポートモデル」（認知症ケアモデル）の策定 

   ・平成 24 年度 前年度に引き続き調査・研究を実施 

   ・平成 25 年度以降 認知症ケアに携わる従事者向けの多職種協働研修等で活用 

 ○ 認知症介護実践リーダー研修の受講者数（累計） 

 平成２４年度末見込 ２．６万人 → 平成２９年度末 ４万人 

【考え方】すべての介護保険施設（約 15,000）とグループホーム（約 14,000）の職員１人ずつが

受講。加えて、小規模多機能型居宅介護事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所等の職員

については、すべての中学校区（約 11,000）内で１人ずつが受講 

 ○ 認知症介護指導者養成研修の受講者数（累計） 

平成２４年度末見込 １，６００人 → 平成２９年度末 ２，２００人 

【考え方】５つの中学校区当たり１人が受講。 

○ 一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講者数（累計） 

 新規 → 平成２９年度末 ８７，０００人 

【考え方】病院（約 8,700）１か所当たり 10 人（医師 2 人、看護師８人）の医療従事者が受講。 
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（単位：万人）

平成24年度 平成29年度

(2012) (2017)
認知症高齢者数 305 373

在宅介護 149 186
うち小規模多機能型居宅介護 5 14
うち定期巡回・随時対応型サービス 0 3

居住系サービス 28 44
特定施設入居者生活介護 11 19
認知症対応型共同生活介護 17 25

介護施設 89 105
介護老人福祉施設 48 58
介護老人保健施設等（介護療養型医療施設を含む。） 41 46

医療機関 38 38
※端数処理の関係で積み上げは一致しない。

認知症高齢者数の居場所別内訳

認知症高齢者の介護サービス利用について 
（５年後の推計） 

（注）医療機関の内訳（一般病院、精神科病院等）の認知症者数については、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数 
  データがないことから推計ができない。 
   なお、精神科病院に入院している認知症患者数は、平成２０年約５万人（患者調査）となっている。認知症高齢者が同割合で精神科病  
  院に入院すると仮定すれば、平成２９年は約７万人と推計される。今回の推計では、介護サービスの整備拡充等による精神科病院から 
  の退院者の受入増分を約２万人と見込んでいるので、精神科病院の認知症患者数は平成２９年約５万人と推計される。 

〔推計の考え方〕 
１．各年度の「認知症高齢者数」については、将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所：H24.1推計。死亡中位出生中位）に、平成22年9月末現在の「認知症高齢者の日常生 
  活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者割合を性別年齢階級別に乗じて推計。 
２．平成22年9月末現在の「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者の居場所別内訳を基に、「社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成24年3月）」 
  （以下、「一体改革試算」という。）における各サービスごとの利用者増加率等（※）を乗じて推計した。 
    （※）増加率等には、平成22年度に対する各サービス別利用者数増加率に次の要素を含めて補正している。 
      ［平成24年度］介護施設の入所者に占める認知症者割合を増加。 
      ［平成29年度］認知症高齢者数の増加（平成22年度：208万人→280万人）及び精神科病院からの退院者の受入増に対応するため、以下の①～③の整備等を行う。 
                ①認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護については一体改革試算より更に整備を促進。 
                ②特定施設入居者生活介護及び介護施設の入所者に占める認知症割合を増加。 
                ③在宅介護においても、小規模多機能型居宅介護の整備を更に促進するなど、認知症に対応可能なサービスを整備する。 
３．「医療機関」の認知症高齢者数は、副傷病名に認知症がある者を含む。 

（別紙） 
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