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序文

高齢化は世界的に進んでいます。20世紀に保健医療ケアが改善
したことによって多くの人が健康的に長生きできるようになり
ましたが、その結果として、認知症を含む非感染性疾患（Non-
Communicable Disease: NCD）の罹患者数が増加していま
す。現在、認知症を抱える人は世界全体で3,560万人と推定され
ており、この数は2030年に２倍、2050年に３倍以上に増加す
ると予測されています。認知症は、本人に影響を及ぼすのみなら
ず、家族の生活にも影響を与え、変化をもたらします。認知症は
社会・経済・保健医療の面においてコストがかかる疾病です。認
知症の60%近くは低・中所得国に集中しており、今後もこの割
合は拡大していくと考えられています。

認知症の人の長期介護に対するニーズは、保健・社会システムや
予算を圧迫しています。認知症の介護には膨大なコストがかかる
ため、多くの家庭が貧困に陥っています。認知症によって生活が
変化してしまった人の数は非常に多く、家族と国家にかかる経済
的負担は極めて大きいことから、認知症は公衆衛生対策上の優先

課題となっています。認知症の人の介護にかかるコストは、有病
率の増加よりも速いスピードで増えていくと思われるため、認知
症によって生じる社会的および経済的負担の対策を社会が事前に
講じておくことが重要です。

2008年、WHOはメンタルヘルス・ギャップ・アクションプロ
グラム（Mental Health Gap Action Programme：mhGAP）
を導入し、この中で認知症を優先課題の一つとして取り上げま
した。2011年には、非感染性疾患の予防と管理に関する国連総
会首脳者会談の政治宣言が採択され、「非感染性疾患の世界的な
負担と脅威は21世紀における発展上の重大な問題の一つである」
こと、および「アルツハイマー病などの精神および神経しょうが
いは罹患率が高く、世界的な非感染性疾患の疾病負荷の増加に寄
与している」ことが認められました。

このような流れの中、本レポート「認知症：公衆衛生対策上の優
先課題」を公表できることを大変嬉しく思います。本レポートに
よって、認知症が本人、家族、社会に与える影響に対する理解が
大きく深まるものと思います。本レポートが網羅する範囲や実践
的ツールとしての価値を非常に意義あるものとしてくださった、
認知症と共に生きる人々および介護者の代表団体の皆様に心より
感謝いたします。

本レポートは、世界の健康に対する脅威の高まりとしての認知症
の影響について取り組むため、政府、政策立案者、その他の関係
者が活用できる国際レベルおよび国レベルでの対応の知識基盤と
なるものです。この差し迫った脅威を考慮し、これに対応できる
保健・社会ケアシステムを構築することを、あらゆる関係者にお
願いしたいと思います。

世界保健機関　本部事務局長
マーガレット・チャン（Dr. Margaret Chan）
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はじめに

認知症は本人に深刻なしょうがいをもたらすだけでなく、多くの
場合、介護者や家族にとっても壊滅的な影響を及ぼします。認知
症の影響を受けている人の数は増え続けており、ほぼだれもが、
知人に認知症の人やその関係者がいるという状況です。現在、認
知症の人は世界全体で3,560万人と推定されており、この数は
2030年には２倍、2050年には３倍以上に増加すると予測され
ています。

認知症は、世界的に有病率が高く、家族・介護者・コミュニティ
に経済的な影響を及ぼし、認知症にかかわる偏見・社会的排除を
生み出すことから、公衆衛生上の重大な問題となっています。国
際保健コミュニティは、行動を起こす必要性、および認知症を公
衆衛生対策上の課題として位置付ける必要性を認識しています。

本レポート「認知症：公衆衛生対策上の優先課題」は、世界保健
機関およびWHOとの公的関係を有する国際的NGOである国際
アルツハイマー病協会（Alzheimer’s Disease International）
の連携の下で作成されました。本レポートは、公衆衛生対策上の
優先課題としての認知症に対する意識を向上させ、公衆衛生上の
アプローチを明確にし、エビデンス・公平・包括・統合の原則に
基づいた国際レベルおよび国レベルでの行動を啓発することを目
的としています。

また、本レポートは、認知症に関する政策を強化・策定し、プラ
ンやプログラムを通じて当該政策を施行することによって体制を
構築し、これによって認知症の介護の質を高め、認知症の人およ
び介護者における社会的幸福度や生活の質（QOL）を改善する

よう、各国を奨励することをめざしています。本レポートには、
認知症の国際的な疫学および認知症の影響に対する概要、国レベ
ルでの認知症へのアプローチ（保健・社会ケアシステムや介護従
事者の役割など）、介護および介護者に関連する問題点、認知症
に対する意識向上や政策提言に関する情報が含まれています。

認知症の人々および介護者の代表団体の多大な貢献によって本レ
ポートを作成することができました。ご尽力と支援に対し感謝の
意を表します。

本レポートは、世界の健康に対する脅威の高まりとしての認知症
の影響に取り組むため、政府、政策立案者、その他の関係者が活
用できるリソースになると考えています。また、本レポートの主
要なメッセージによって、世界各国の保健・社会ケアの政策上の
優先課題として認知症が位置付けられるようになることを期待し
ています。

世界保健機関
メンタルヘルス・物質濫用部　部長（Director, Department of 
Mental Health and Substance Abuse）
シェカー・サクセナ（Dr. Shekhar Saxena）

国際アルツハイマー病協会　常務理事（Executive Director）
マーク・ウォートマン（Mr. Marc Wortmann）
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略語

A & TSI（Aboriginal and Torres Strait Islander）：アボリジニ・トレス海峡諸島民

ADI（Alzheimer’s Disease International）：国際アルツハイマー病協会

ADL（Activities of daily living）：日常生活動作

AIDS（Acquired Immunodeficiency Syndrome）：後天性免疫不全症候群

APOE（Apolipoprotein E）：アポリポ蛋白E

CI（Confidence interval）：信頼区間

CRPD（Convention on the Rights of Persons with Disabilities）：しょうがい者権利条約

CSAP（Carer’s Strategy and Action Plan）：介護者戦略および行動計画

DLB（Dementia with Lewy bodies）：レビー小体型認知症

DSM（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）：精神しょうがいの診断・統計の手引き

EuroCoDe（European Collaboration on Dementia）：認知症に関する欧州共同研究

EURODEM（European Community Concerted Action on the Epidemiology and Prevention of Dementia）：認知症の疫学および予防
に対する欧州共同体の作業部会

FTD（Frontotemporal dementia）：前頭側頭型認知症

GBD（Global burden of disease）：世界疾病負荷

GDP（Gross domestic product）：国内総生産

HAART（Highly Active Antiretroviral Therapy）：高活性抗レトロウイルス療法

HAND（HIV-associated neurocognitive disorder）：HIV関連神経認知しょうがい

HHS（Health and Human Services）：保健福祉省（アメリカ）

HIV（Human Immunodeficiency Virus）：ヒト免疫不全ウイルス

HR（Hazard ratio）：ハザード比

IADL（Instrumental activities of daily living）：手段的日常生活動作

ICD（International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems）：疾病および関連保健問題の国際統計分類

IMPACT（Important Perspectives on Alzheimer’s Care and Treatment）：アルツハイマー病の介護および治療に対する重要な見通し

LMIC（Low- and middle-income countries）：低・中所得国

MAIA（Maisons pour l’Autonomie et Intégration des malades Alzheimer）：アルツハイマー病患者の自立と社会的統合を支援する施設

mhGAP（Mental Health Gap Action Programme）：メンタルヘルス・ギャップ・アクションプログラム

MNS（Mental, neurological and substance use）：精神・神経・薬物使用

NIH（National Institutes of Health）：国立衛生研究所（アメリカ）

OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）：経済協力開発機構

PAR（Population attributable risk）：人口寄与危険度割合

PPP（Purchasing power parity）：購買力平価

REACH（Resources for Enhancing Alzheimer’s Caregiver Health）：アルツハイマー病介護者の健康増進のためのリソース

RR（Relative risk）：相対リスク

SEK（Swedish krona）：スウェーデン・クローナ

VaD（Vascular dementia）：血管性認知症

WHO（World Health Organization）：世界保健機関

YOD（Young onset dementia）：若年性認知症
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アメリカ・インディアナポリスとナイジェリア・イバダンの認知
症プロジェクト（Indianapolis-Ibadan Dementia Project）で
実施されたインタビュー風景（ナイジェリア・イバダン）
チャプター３：認知症に対する政策および計画（Leonardo 
Ramírez撮影）
Joseの誕生日当日のYolandaとJose。JoseはYolandaの介護
をすべて１人で行っており、他人の助けを受けようとしない。
Joseは「Yolandaと結婚したときに、どんな困難な状況でも彼
女を愛し、世話をしようと誓ったのです」と述べる（ベネズエ
ラ・カラカス）
チャプター４：認知症の保健・社会ケアシステム（Cathy 
Greenblat撮影）
６人の居住者と独立記念日の屋外イベントに参加し、楽しい時間
を過ごした翌日、談話室で幸せそうに昼寝をしているArthur（カ
リフォルニア・エスコンディード）
チャプター５：認知症の介護および介護者（Cathy Greenblat
撮影）
手を握り合っているCaroleと母親のMaryLou。翌日MaryLouは
他界した（カリフォルニア・エスコンディード）
チ ャ プ タ ー ６： 認 知 症 に 対 す る 一 般 社 会 の 理 解（Cathy 
Greenblat撮影）

Larsは衰弱が進行しているが、音楽セラピストのHeatherがギ
ターを弾き、一緒に歌うとき、嬉しそうにHeatherの手を握って
いる（カリフォルニア・エスコンディード）
チャプター７：今後の展望（Cathy Greenblat撮影）
Meredithは毎日、上品で活動的な身なりでいることを好む。独
立記念日のパーティで最初に席に着いた集団の１人であった（カ
リフォルニア・エスコンディード）

WHOは国際アルツハイマー病協会（ADI）（イギリス）、Centre 
collaborateur de l’OMS pour la Psychiatrie de la Personne 
âgée, Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé

（SUPAA）（ ス イ ス・ ロ ー ザ ン ヌ ）、Centre collaborateur 
de l’OMS pour la Recherche et la Formation en Santé 
mentale, Université de Genève（スイス・ジュネーブ）の貢
献に感謝の意を表します。

ADIはAlzheimer’s Australia、Alzheimer’s Australia（西オー
ス ト ラ リ ア ）、MetLife Foundation、Stichting Alzheimer 
Nederland、Vradenburg Foundationの貢献に感謝の意を表
します。



11



12

エグゼクティブサマリー



認知症：公衆衛生対策上の優先課題
﹀ エグゼクティブサマリー

13

高齢化が世界的に進んでいる。20世紀に保健医療ケアが改善し
たことによって多くの人が健康的に長生きできるようになった
が、結果として認知症などの非感染性疾患患者が増加している。
認知症は主に高齢者で発症するが、自然な老化現象の産物ではな
い。認知症は通常、さまざまな脳のしょうがいが原因となって生
じる慢性または進行性の症候群であり、記憶、思考、行動、日常
生活遂行能力に影響が及ぶ。

認知症は本人だけではなく介護者や家族に対しても非常に大きな
影響を与えており、世界中の高齢者が抱えるしょうがいおよび要
介護性の重大な原因の一つとなっている。認知症に対する認識と
理解が十分でないため、大部分の国でなんらかの偏見あるいは診
断と介護への障壁が生じており、介護者・家族・社会に身体的・
精神的・経済的な影響が及んでいる。認知症はもはや軽視できな
い問題であり、すべての国における公衆衛生上の課題の一つとし
て認識される必要がある。

本レポートの目的は、公衆衛生上の優先課題としての認知症に対
する意識を向上させ、公衆衛生上のアプローチを明確にし、包
括・統合・公平・エビデンスの原則に基づいた国際レベルおよび
国レベルでの活動をうながすことである。

認知症とは
認知症の世界的な有病率・罹患率、関連死亡率、世界的な経済
的コストに関するエビデンスは増加している。大部分の情報は
高所得国から得られたものであるが、低・中所得国（low- and 
middle-income countries：LMIC）からのデータも増えつつあ
る。

有病率および罹患率の予測から、特に超高齢の集団において認知
症の人の数は今後も増加していくことが示されており、特に人口
の高齢化が進行中の国では増加率が極めて高いと考えられてい
る。2010年時点で、認知症有病者数は世界全体で3,560万人と
推定されており、この数は20年ごとにほぼ倍増し、2030年には
6,570万人、2050年には１億1,540万人に達すると予測されて
いる。世界では毎年770万人近くが新たに認知症と確認されてお
り、これは４秒に１人が新たに認知症になっていることを示して
いる。

2010年に全世界で認知症に要したコストは合計6,040億米ドル
であった。高所得国では、インフォーマルケア（45%）とフォー
マルケア（40%）がコストの大半を占めたが、直接的な医療費

（15%）の占める割合ははるかに低かった。低所得国および低・
中所得国では、直接的な社会ケアのコストは低い一方で、イン
フォーマルケア（家族による無償の介護）のコストが大半を占め
た。多くのLMICで人口の高齢化が進行していることから、今後
数十年間で拡大家族による介護は減少する可能性がある。

認知症の改善可能なリスク因子の研究は始まったばかりである。
当面の間、認知症の一次予防のためには、現在のエビデンスで示
されている標的に集中する必要がある。これらの因子には、糖尿
病、中年期の高血圧、中年期の肥満、喫煙、運動不足などの、血
管疾患に対するリスク因子が含まれる。
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認知症に対する各国における体制の構築
認知症の人の数は増加しており、各国の政府は、その対応におい
て非常に困難な状況に置かれている。介護の改善、ならびに認知
症の人と介護者である家族のQOLの改善のために、広範囲にわ
たる公衆衛生上のアプローチが必要とされている。このアプロー
チのねらいと目標は、独立した認知症の政策・計画として策定す
るか、既存の保健・メンタルヘルス・高齢化社会の政策・計画に
統合させる必要がある。いくつかの高所得国では、認知症の影響
に対応するため、政策、計画、戦略、枠組みをすでに構築してい
る。

認知症に関する国家の政策・計画の多くに共通するいくつかの重
要な事項がある。これらの事項は、有効かつ持続可能な方法で
ニーズに確実に対応するうえで必要となる。これらの例として、
問題の範囲を決定すること、市民団体などの関係者をすべて含め
ること、行動における優先分野を特定すること、政策・計画を実
行すること、リソースを確保すること、部門間連携を図ること、
期限を設定すること、モニターおよび評価を行うことなどが挙げ
られる。

政策・計画の中で取り組むべき行動の優先分野には、認知症に対
する意識の向上、早期診断、良質な長期介護ケアとサービスに対
するコミットメント、介護者への支援、人材育成、予防、研究な
どがある。

認知症の人とその家族は、保健・社会ケアにかかる費用や所得低
下・所得損失により、経済的に甚大な影響を受ける。年金および
保険の給付システムを介する普遍的な社会的支援により、このよ
うな弱者を保護することができる。

認知症の人と介護者の権利を法律や規制の整備を通じて公に認め
ることによって、差別的な行為を軽減できる。個人の権利を維持
するためには、認知症の人の能力を認識することが基本となる。
認知症によって個人の能力が損なわれる場合には、法的な規制に
基づき、意思決定の代行または支援および事前指示の実行手順を
含む、適切な自主性および自己決断に対する権利を認め、保護す
ることが必要である。倫理的な意思決定および人権に関連した教
育と支援は、政策立案者・専門家・家族を含む認知症介護の提供
にかかわるすべての人の人材育成の際に必ず取り入れるべきであ
る。

保健・社会福祉ケアシステムの策定
介護の必要性の高い高齢者の数は、急速に増加しており、これに
対する保健・社会ケアの必要性は、世界中の政策立案者にとって
大きな課題となっている。特に、今後数十年の間に高齢者の増加
が最大化すると予想されている低・中所得国（LMIC）では、こ
のことが大きな問題となる。

そのため、各国政府は、早期診断、コミュニティにおけるサービ
ス提供、対応する保健・社会ケアセクターに焦点を当て、認知症
の人へのサービスを策定・改善する必要がある。変化する認知症

の人と介護者のニーズに対応するためには、総合連携が行われた
保健・社会的なリソースやサービスが不可欠であり、その際、特
定または少数の集団のニーズも考慮する必要がある。

コミュニティの支援を改善することによって、認知症の介護を行
う家族を長期的に援助できることになり、高額な介護施設への入
居時期を遅らせることができ、介護施設への依存性が低くなる
と考えられる。特にLMICにおけるリソースには限りがあるため、
コミュニティの支援に注目することが、乏しいリソースの有効
活用と、認知症患者と介護者のQOL改善につながることがある。
専門家の人材不足の対策として、LMICにおけるタスクシフティ
ング（適切なガイドラインや教育研修を伴う）の有効性を詳細に
評価すべきである。

介護に対して調整のとれた対応を提供することの有益性について
知識と意識を深めるためには、人材育成が不可欠である。多職種
チームが関与する認知症の介護、長期介護、慢性疾患管理は、専
門的教育研修の一部として実施され、適切な実践ガイドライン作
成により支援されるべきである。世界の移動人口が増加している
ことから、移民人材の問題についても認識および対処しなければ
ならない。

インフォーマルケアおよび介護者の支援
認知症は家族、特に家族の中でも主な介護者の生活に甚大な影響
をもたらしている。大部分の介護は、家族やコミュニティにおけ
るインフォーマル支援システムによって提供されており、大部分
の介護者は女性である。しかし、人口動態が変化していることか
ら、将来的にはインフォーマルケアの利用可能性が減少する可能
性がある。

認知症の人への介護は、介護者にとって大きな負担となる可能性
がある。身体的・精神的・経済的なストレスを受けるためであ
る。高所得国では、家族による介護者を援助し、負担を軽減する
ためのさまざまなプログラムおよびサービスが開発された。介護
者への介入による有益な効果は明確に示されており、このような
介入によって被介護者が介護施設に入所する割合は低下する。

LMICから得られたエビデンスでも、地域における低コストの人
材利用に重点を置き、認知症の人の介護者を自宅ベースで支援す
ることは実行可能かつ許容可能で、介護者のメンタルヘルスや介
護の負担を大きく改善させることが示唆されている。有効性のエ
ビデンスが示されているにもかかわらず、評価研究が実施された
保健システムのいずれにおいても、スケールアップの成功事例は
得られていない。今後はスケールアップのプロセスを示すため
に、実施に焦点を置いて評価を行うべきである。

一部の国や国内の一部の地域においては、サービスが提供されて
いるにもかかわらず、利用に対する障壁が存在している。サービ
スに対する意識の不足、認知症に対する理解不足や偏見、過去
のサービス利用経験の不足、文化的・言語的・経済的な障壁が、
サービスの利用を妨げている。認知症の人、介護者、家族を含む
一般社会を対象とした情報と教育に関するキャンペーンを実施す
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ることにより、意識が向上し、理解が改善され、偏見が軽減する
ことで、サービスの利用が増えると思われる。

可能な限り長期にわたってインフォーマルな介護者が役割を果た
し続けることを可能とするためには、支援が必要である。このよ
うな支援の例としては、援助の理解に対する情報、介護を補助す
るスキル、他の活動に参加するための休息、経済的支援が挙げら
れる。

意識の向上および政策提言
認知症の影響は世界的に拡大しているが、認知症に対する理解不
足によって、不安や偏見が生じている。認知症とともに生活して
いる人々（認知症の人とその家族）は偏見のため社会的に孤立
し、これによって診断や援助を受ける機会が遅れる。

認知症の人と介護者のQOLを改善するステップとして、社会の
あらゆるレベルで認知症に対する意識と理解を改善することが緊

急に必要である。政府は、意識向上キャンペーンのリソースを提
供し、関係者がキャンペーンに確実に参加できるようにするうえ
での役割を担う。

意識向上のキャンペーンは、対象集団や文脈に則した内容にすべ
きである。これは、正確、有効、かつ有益なものでなければなら
ず、認知症の人・家族・市民団体を含む関係者との協議の上で策
定すべきである。

今後の展望
本レポートでは、認知症が世界的な公衆衛生対策上の課題である
ことを示している。認知症の人と介護者のためのケアやサービス
を改善するためには、さまざまな行動が必要である。これらの行
動には、政策提言・意識向上、認知症の政策・計画の策定・実
行、保健システムの強化、人材育成、介護者の支援、研究が含ま
れる。これらの行動は、状況に具体的であり、文化的に適したも
のでなければならない。

重要なメッセージ

・認知症は自然な老化現象の産物ではない。

・2010年時点で、認知症有病者数は世界全体で3,560万人
と推定されている。世界では毎年770万人の人が新たに認
知症と確認されており、これは４秒に１人が世界のどこか
で新たに認知症になっていることを意味している。認知症
は急激に増加しており、特にリソースが乏しいLMICでは
速やかに対処する必要がある。

・保健システムにおいては、将来の有病率の増加への対応に
際し、認知症にかかる膨大なコストが課題となっている。
現在の年間コストは6,040億米ドルと推定されており、年
間コストは有病率の増加よりも早いスピードで増加すると
予測されている。

・認知症の人は発症後も長生きすることができる。適切な
支援があれば、多くの人々が社会に従事・貢献し続け、
QOLを良好に保ち続けることが可能であり、またそのよ
うにするべきである。

・認知症は介護者にとって大きな問題である。介護者には、
保健・社会・経済・法律のシステムによる適切な支援が必
要である。

・各国は認知症を公衆衛生対策上の課題と位置付けるべきで
ある。世界・国家・地域・地方の多様なレベルにおいて、
複数のレベルを通じてすべての関係者との連携のもと、持
続可能な行動と調整が必要である。

・認知症の人と介護者は、多くの場合、自身の状況および生
活に対して独自の見識をもっている。関連する政策、計
画、法律、サービスの策定においては、認知症の人と介護
者を関与させる必要がある。

・以下の項目を行い、速やかに行動を実行すべきである。
－認知症に優しい社会を世界的に促進する。
－全世界において認知症を各国の公衆衛生および社会的ケ

アの優先課題として位置付ける。
－一般社会および専門家の認知症に対する態度や理解を改

善する。
－保健・社会システムに資金を提供し、認知症の人と介護

者のための介護やサービスを改善する。
－公衆衛生の研究課題の中で認知症の優先度を上げる。



チャプター１

はじめに
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認知症は本人だけではなく介護者や家族に対しても非常に大きな
影響を及ぼす。認知症による影響を被っている人の数は増え続け
ており、だれもが知人に認知症の人やその関係者がいるという状
況である。社会や経済に与える影響はどの国でも甚大であり、高
所得国と低・中所得国（LMIC）で大差ない。

高所得国の一部では認知症を公衆衛生上の問題とみなす意識が高
まっているが、LMICでは保健上の問題とはまったくみなされて
いないか、ほとんどみなされていない。認知症が国際的な保健上
の取り組みとして認識されることもほとんどない。しかし、世界
的な有病率は高く、家族・介護者・コミュニティに対する経済的
影響も大きく、これに伴う偏見や社会的排他の問題も生じている。

「…アルツハイマー病による負担を負うアメリカ国民の高齢者と家族の数はますます増え
ており、我が国の公衆衛生が受ける難題に対処することは不可欠である…」

2011年、バラク・オバマ・アメリカ合衆国大統領 （1）
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BOX 1.1

認知症は、脳疾患による症候群で、慢性または進行性である
ことが多く、記憶、思考、見当識、理解、計算、学習能力、
言語、判断などの複数の高次大脳皮質機能にしょうがいが発
現するが、意識は影響を受けない。一般的には認知機能しょ
うがいを伴い、情動コントロール、社会的行動、動機づけの
悪化が先行することが多い。当該症候群は脳に一次的または
二次的な影響を及ぼす多くの病態下で発現する（2）。

アルツハイマー病は認知症の中で最も発現割合の高い形態で
あり、全体の60～70%を占めると考えられている。他の主
な寄与因子には、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭
側頭型認知症に関与する多くの疾患群がある。各サブタイプ
の違いは不明瞭で、混合型の疾患も多くみられる（3）。

認知症による各個人への影響はさまざまで、疾患の影響や、
認知症発症前の患者背景によって異なる。認知症に関連した
問題は３つのステップに分類される。

・早期－１年目、または２年目
・中期－２年目～４年目または５年目
・後期－５年目以降

この期間はおおよそのガイドラインにすぎず、より急速に進
行する人もいれば、より緩徐に進行する人もいる。すべての
人に同じ症状が発現するわけではないことに注意する必要が
ある（4）。

認知症とは？

早期 中期 後期

疾患の早期は見逃されることが多い。親族
および友人からは（場合によっては専門家
からも）、「高齢」、すなわち単に自然な老
化現象の一部とみなされる。疾患は徐々に
発症するため、正確な発症時期を確認する
ことは難しい
・物忘れが始まり、直前に発生した事柄に

ついて特に忘れやすくなる
・言葉が出てこないなど、コミュニケー

ションが一部困難になる
・よく知っているはずの場所で迷子になる
・時間（日にち、月、年、季節など）が分

からなくなる
・意思決定および金銭管理が困難になる
・複雑な家事の遂行が困難になる
・気分および行動に以下の変化がみられ

る：
－活動性および意欲が低下し、活動およ

び趣味への関心が失われる
－気分の落ち込みまたは不安などがみら

れる
－時折、異常な怒りまたは攻撃性を示す

疾患の進行につれて、できることの限界が
より明確になり、自立がより制限されるよ
うになる
・極めて忘れやすくなり、特に最近の事象

および人の名前を忘れる
・時間、日にち、場所、事象の理解が困難

になる。自宅内およびコミュニティ内で
迷子になる

・コミュニケーションがますます困難にな
る（会話および理解）

・身の回りのケアに介助を要する（排泄、
入浴、更衣）

・食事の準備、料理、掃除、買い物を問題
なく遂行できない

・高度な支援を受けずに独りで安全に生活
することができない

・行動の変化として、徘徊、質問の繰り返
し、叫び声、後追い、睡眠しょうがい、
幻覚（実際に存在しない物が見える、ま
たは音が聞こえる）が現れる

・自宅内またはコミュニティ内で不適切な
行動をみせる（脱抑制、攻撃など）

疾患の最終段階では、ほぼ完全に自立性が
失われ、無活動となる。記憶しょうがいが
極めて深刻になり、身体的側面における疾
患がよりはっきりする
・通常、時間と場所を認識できない
・周囲で何が起こっているか理解すること

ができない
・親族、友人、見慣れた物を認識できない
・介助を受けずに食事を取れない。嚥下に

困難を伴う
・身の回りのケア（入浴および排泄）の介

助の必要度が高まる
・尿失禁および便失禁がみられる
・可動性が変化する。歩行不能になるか、

車椅子生活または寝たきりになる
・行動の変化が進行し、介護者への攻撃、

非言語的な激越（足で蹴る、たたく、叫ぶ、
うめく）がみられる

・自宅内を独りで歩くことができない

認知症症候群を有する人で一般的にみられる症状

出典：参考文献3、4
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図1.1

認知症：
公衆衛生上の問題
世界の60歳以上の人口は2050年までに20億人に達すると推定
されている（図1.1）（５）。低・中所得国（LMIC）では高齢化が急
速に進んでいる。急速な高齢化による明らかな悪影響として、認
知症の人の数が増加することが挙げられる。認知症は主に高齢者
が罹患するが、自然な老化現象の産物ではない。

さまざまな推定から、認知症全体の２～10%が65歳以前に発症
することが示されている。65歳以上の有病率は５歳ごとに倍増
する。2011年時点で認知症有病者数は世界全体で3,560万人と
推定されており、疫学的研究によると、この数値は驚くべき速
度で増加する可能性がある。認知症有病者数は20年ごとに倍増
すると予測されており、2030年には6,570万人、2050年には
１億1,540万人に達すると考えられている（３）。認知症の人の大
半はLMICの居住者であると考えられる。

認知症は高齢期におけるしょうがいの重大な原因の一つであり、
非感染性疾患によるしょうがいの罹患期間の11.9%を占めてい
る（６）。認知症は、高所得国とLMICのいずれにおいても高齢者の
要介護性（介護の必要性）としょうがいの主な原因となっている。
2010年に世界で認知症に要した費用は6,040億米ドルと推定され
ている。世界全体の費用のうち、直接的な医療費が占める割合は
わずか16%であった。低所得国では、コストの大半はインフォー
マルケア（家族や他人による無償介護）によるものである（７）。

認知症の人の数やコストが大きな問題である一方、本人および介
護者・家族に対する医療面、精神面、情動面での影響は計り知
れない。認知症に伴う行動・心理症状は認知症の人と介護者の
QOLに著しい影響を及ぼす。

多くの国で、多かれ少なかれ、認知症に対する意識や理解が不足
している。認知症は自然な老化現象の産物であり、対処する方法
はないと考えられていることも多い。このことは、認知症の人・
介護者・家族や、その支援構造に影響を与えている。認知症に対
する意識レベルが低いため、偏見や孤立が生じている。また、認
知症に対する理解不足のため早期診断が阻まれ、継続的な医療ケ
ア・社会ケアを受ける機会が失われ、結果として、治療が必要な
人の多くに治療が提供されない状況（治療ギャップ）が生じる。

認知症に対する意識不足によって家族単位の弾力性が失われ、財
政的・法的な脆弱性が増加する。経済的移行期の国も含めて多く
の国では、従来であれば家族間のネットワークにおいて介護の影
響を吸収できた拡大家族のメンバーが、現在では経済的理由から
親族と遠く離れて居住している。このような変化から、今後は
フォーマルケアの必要性が高まると考えられている。国レベルで
は、疾患経過の早期に適時かつ適切な支援を提供することに対す
る意識不足・インフラストラクチャー不足によって、増加し続け
る認知症の人の要介護性と罹患率を支援するためのコストが高騰
する可能性が高まる。

現在のところ、認知症を治癒するための治療法はなく、進行の過
程を変化させる治療法もないが、多くの新規治療法が臨床試験の
さまざまなステージにおいて検討されている。しかし他にも、認
知症の人・介護者・家族の生活の支援および改善のために提供で
きることは多く存在する。認知症介護の主要な目標を以下に示
す。

・早期の診断
・身体的健康、認知機能、活動、幸福度の最適化
・行動・心理症状の発見および治療
・介護者に対する情報と長期的な支援の提供
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低・中所得国（LMIC）の大半と一部の高所得国では、有病率の
増加や認知症の影響が十分に理解されておらず、このことは、政
策方針やプログラムの策定不足または不適切な予算配分に反映さ
れている。もはや認知症およびその重大な影響や対応は軽視でき
ず、認知症にかかわる者すべてがこれを公衆衛生上の課題の一部
とみなすべき時期であることは明らかである。公衆衛生の分野に
おいても慢性疾患が徐々に注目されている。国連は、2011年９
月に非感染性疾患に関するサミットを開催し、「政治宣言」を採
択して、「非感染性疾患の世界的な負担と脅威は21世紀における
発展上の重大な問題の１つである」こと（第１項）、および「ア
ルツハイマー病などの精神および神経しょうがいは罹患率の重大
な原因の１つであり、世界的な非感染性疾患の疾病負荷の増加に
寄与している」こと（第18項）を認めている（８）。

本レポートの目的
本レポートの目的は、公衆衛生上の優先課題としての認知症に対
する意識を向上させ、公衆衛生上のアプローチを明確にし、包
括・統合・公平・エビデンスの原則に基づいた国際レベルおよび
国レベルでの活動を啓発することである。

本レポートは、政策を強化・策定し、計画やプログラムを介して
当該政策を施行することによって各国の体制を構築し、これに
よって認知症介護の質を高め、認知症の人および介護者における
社会的幸福度や生活の質（QOL）を改善することをめざしてお
り、このための情報を提供している。また、本レポートが認知症
に対する国際レベルおよび国レベルでの政策提言運動につなが
り、認知症が世界的な保健上の優先課題となることが期待されて
いる。本レポートは、国・州の保健省、政策立案者、保健・社会
ケアセクターの計画者、ならびに学術研究者を対象としている。
また、高齢者やしょうがい者に対する教育や保健・社会サービス
の提供に関与している各団体（政府・民間）にとっても、認知症
の介護および支援を改善する実践的ツールとして本レポートは有
用である。

本レポートの作成：方法
本レポートに含まれている情報は、以下の３つの一次情報源から
得た。

・４つのワーキンググループ（１：疫学、２：各国の政策・計
画・リソース、３：普及啓発および保健従事者、４：介護者）
による、既存文献（科学文献・報告など）のレビューと各グ
ループに該当する事例収集の結果報告

・WHOの６地域における高・中・低所得国の代表として選択し
た30ヵ国を対象とした、利用可能なリソースに関するインター
ネット調査（Box 1.2）

・2011年９月27～28日にジュネーブで開催された会合に参加
した16ヵ国の関係者（保健当局、学術機関、政策提言団体の
代表者を含む）から提供された追加情報

本レポートの内容
本レポートは、各国に情報を提供し、各国独自の保健・社会ケ
アシステムに調和するよう調整された認知症対策を策定するこ
とを目的として作成された。本レポートは包括的なものではな
く、情報、エビデンス、現状の支援・政策を選択してレビュー
したものである。なお、治療的介入（心理社会的介入・薬物介
入を含む）については、WHOの「精神保健専門家のいない保
健医療の場における精神しょうがい・神経しょうがい・薬物
使用（substance use）しょうがいのためのmhGAP介入ガイ
ド（mhGAP Intervention Guide for mental, neurological 
and substance use disorders for non-specialized health 
settings）」に記載されている（9, 10）。

本レポートでは、認知症が世界に及ぼしている現時点での影響を
示しており、主にLMICにおける認知症に焦点を当てている。こ
れはLMICでは認知症の影響が非常に大きい一方で、現時点での
対策の程度が非常に低いと考えられているためである。しかし、
記載されている問題は、発展途上国のみを対象としているもので
はなく、本レポートはすべての国にとって有用である。本レポー
トでは、多数の国における現在のリソースと戦略をレビューして
おり、国、地域、地方での介入事例を提示しているため、これを
もとにアプローチを考案することができる。なお、特定の国の事
例はさまざまな問題を示す目的で用いたものであり、その国の全
体的な保健システムの評価として参照すべきではなく、他の国と
比較してある国で認知症に対するアプローチが進んでいる、ある
いは遅れていることを意味するものではない。

チャプター２には、認知症の国際的な疫学の概要が記載されてい
る。世界的な認知症の有病率、若年性認知症の有病率、認知症の
サブタイプ、世界的な認知症の罹患率、認知症関連死亡率、認知
症に関する世界的な社会経済学的コスト、認知症の病因、認知症
の予防に関する疫学的研究から得られた包括的エビデンスに基づ
いた概要が示されている。

チャプター３には、認知症に対する国レベルでのアプローチが記
載されており、存在する政策や計画、国レベルでのアプローチを
策定するための重要要素が示されている。また、認知症の人と介
護者に必要な法的・経済的支援に関連した問題の考察が行われて
おり、特にあらゆるレベルでの意思決定・計画に影響する倫理的
な事項に焦点を当てている。

チャプター４では、保健・社会支援システムの役割と、これらの
システムによる臨床的支援・長期介護の提供能力を評価してい
る。また、保健・社会ケア領域での人材育成に関する問題を探求
し、これを強化する方法についても記載されている。

チャプター５では、認知症の介護者に注目している。長期にわた
り、時には身体的・精神的に要求度の高い介護を提供することに
よって多くの介護者が経験する重要な問題について考察されてい
る。また、支援を受ける際の障壁や、効果的なインフォーマルケ
アの提供を可能とし、これを改善するためのリソースが特定され
ている。
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チャプター６では、コミュニティ内や保健・社会ケアの提供者に
おける意識と理解のレベルを検討しており、意識を向上させ偏見
をなくすためのアプローチが特定されている。

チャプター７では、今後の展望について示されている。行動の必
要性、行動の価値、調整された行動が必要とされるテーマや分野
について考察されている。

本レポートの詳細な添付資料はオンライン上で入手可能である
（http://www.who.int/mental_health/publications/
dementia_report_2012）。

本レポートは認知症を公衆衛生対策上の優先課題として認識する
際の基礎となり、行動を求めるものである。また、国際レベルお
よび国レベルでの対応に関する知識基盤となり、世界の健康に
とって高まりつつある認知症による脅威の影響に取り組む際に、
政府・政策担当者・その他の関係者を支援することをねらいとし
ている。本レポートは、保健・社会ケアシステムを、認知症の情
報を得て、これに対応できるシステムにするためのアプローチや
機会を特定している。これらの行動は、特に多くのLMICにおい
て、何らかの方法ですべて実行可能である。適切かつ有効な取り
組みをただちに実行することによって、次世代へ利益をもたらす
ことができる。

BOX 1.2

ねらい：高・中・低所得国を代表する各国における認知症の
支援に対する現在のリソース、治療ギャップ、先駆的な取り
組みに関する情報を収集すること。

方法：
・６つのWHO地域における高・中・低所得国および大規

模・小規模集団を代表する調査対象国の41ヵ国のうち
30ヵ国（73%）から回答を入手した。

・オーストラリア、ドミニカ共和国にてパイロット調査を実
施した。

・28ヵ国の回答者はアルツハイマー病に関連する組織にお
ける主要な担当者であった（必要に応じて専門家と協議）。
アルツハイマー病の組織がない２ヵ国では保健当局の上級
専門家が回答した。

・調査対象ドメインは、意識・理解・態度、政策、プログラ
ム、財政的サポート、規制、プライマリケア・専門医によ
る治療、長期介護（コミュニティ、居住施設、緩和ケア）、
人材の教育研修、介護者の支援、市民団体の役割であった。

・調査の限界は、国際アルツハイマー病協会の加盟国から調
査国を選択したこと、および提供された情報は最良推定値
であることであった。

認知症に関するWHOの調査方法
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チャプター２

認知症の疫学
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認知症は主に高齢者が罹患する疾患であるが、65歳未満で発症
する事例も認識される機会が増えている。人口の高齢化は、世界
的な認知症の蔓延に重大な影響を及ぼしている。これに伴い疾患
に対する意識が変わりつつあり、サービスに対する需要も高まっ
ている。高齢者の人数と人口全体に占める比率は、特に中国、イ
ンド、ラテンアメリカで急速に増加することが予測されている

（11）。2050年までに60歳以上の人口は世界全体の22%を占め、
その４/５はアフリカ、アジア、ラテンアメリカの居住者である
と予測されている。今後数十年間、認知症の蔓延はこれらの地域
に集中すると考えられているにもかかわらず、これらの地域での
認知症に対する一般社会や政策立案者の意識および保健システム
の体制は極めて不十分である。したがって、人口動態・健康状態
の推移が急速に進行している状況からも、認知症の世界的な有病
率や疾患の負担による影響、ならびに地域的な分布を追跡するこ
とは重要である。

認知症の世界的な有病率
遅発性認知症
2005年、国際アルツハイマー病協会（Alzheimer’s Disease 
International、ADI）は、利用可能なすべての疫学データのレ
ビューを専門委員会に委託し、世界の14地域別有病率のコンセ
ンサス予想値を算出した（12）。その結果、2001年の時点で60歳
以上の認知症有病者数は2,430万人であり、このうち60%が低・
中所得国（LMIC）の居住者と推定された。年間の新規発生数は
460万人と予測されており、罹患者数は20年ごとにほぼ倍増し、
2040年までに8,110万人になると予測された。罹患率は有病率
と死亡率に基づき推定されたが、このデータには限界があるため
推定値は暫定的な値である（12）。ヨーロッパ、北アメリカ、アジ
ア太平洋諸国のうち先進国では十分な推定が行われたが、中国と
インドで実施された調査の数が非常に少ないことから、推定値の
変動性が高く一貫性のある見解は得られなかった。ラテンアメリ
カ（13～15）、アフリカ（16）、東ヨーロッパ、ロシア、中東の調査は
ほとんどなかったため、国際専門家パネルの合意判断に基づき評
価が行われた。これによって、LMICで当時入手できた少数の調
査で示されたとおり、年齢特異的な認知症の有病率は先進国と比
べて発展途上国では低いという傾向が裏付けられた（16～18）。

世界的な有病率は、「2010年世界疾病負荷（Global burden of 
disease、GBD） 調 査 」（http://www.globalburden.org/）
を改訂するため再評価され、ADIの「2009年世界アルツハイ
マーレポート（World Alzheimer Report）」（３）に結果が要約
された。このエビデンスベースには、LMICや、これまで文献

で報告されていない他の地域・グループからの調査も多数含ま
れており、非常に大規模なものとなっている。補強された内容
は、GBDの調査対象となっている21の地域での認知症の有病率

（1980～2009年）に関する世界の論文の完全な系統的レビュー、
調査の質に対する批判的解析評価、さらに可能な場合には定量的
なメタ解析による各地域の推定値の算出であった。方法の詳細は
インターネット上の添付資料で入手可能である１。

検索結果
検索から2,017件の刊行物の抄録が抽出され、このうち155件の
刊行物（167調査）を暫定的に適格とした。20件は適格性を確
認することが不可能であった。適格または除外となったすべての
刊行物の一覧をインターネット上の添付資料に示している１。最
終的に135件の刊行物（147調査）をレビュー対象として完全に
適格と判断した。

調査の地理的範囲
調査の地理的範囲が良好～妥当であったのは、21ヵ所のGBDの
調査地域のうち11ヵ所であった（表2.1、2.2）。西ヨーロッパ

（56調査）と東アジア（34調査）は、世界で実施された調査の
大部分を占めた。次に良好に網羅されている地域はアジア太平洋
の高所得地域（22調査）で、次いで北アメリカ（13調査）、ラ
テンアメリカ（11調査：アンデス地域３調査、中央アメリカ４
調査、南アメリカ１調査、熱帯ラテンアメリカ地域３調査）で
あった。妥当に網羅されている他の地域は、南アジア（７調査）、
東南アジア（５調査）大洋州（４調査）であった。５つの地域
では十分に網羅されておらず、カリブ海地域（４調査：キューバ
３調査、ドミニカ共和国１調査、当該地域ではこの２ヵ国のみ）、
中央ヨーロッパ（４調査）、北アフリカ/中東（２調査）、東ヨー
ロッパ（１調査）、西サハラ砂漠以南（２調査）、南サハラ砂漠以
南（１調査）であった。中央・東サハラ砂漠以南や中央アジア
では適格な調査は確認されなかった。図2.1では、有病率を評価
した調査の年間件数をデータ収集年の中央値別に要約した。これ
によると、LMICで実施された調査は1990年代半ば以降から大
規模かつ持続的に増加している。一方、高所得国で実施された調
査は1990年代初期にピークとなった後、急激に減少している。
高所得国（主にヨーロッパ、北アメリカ）で実施された調査の
うち27%は1980年代に実施されたもので、1990年代の調査は
63%、2000年代の調査は10%である。

脚注：1
http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012
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対象調査の質
複合的指標、調査デザイン、診断評価の範囲、サンプル数、回答
割合などに基づき、調査対象となった調査の質を評価した。詳細
は本リポートのインターネット上の添付資料に示した１。

GBD調査地域内における認知症の有病率に関するメタ解析
メタ解析を実施できる良質な調査が報告されたのは、21の世界
疾病負荷（Global burden of disease:GBD）調査地域のうち
11の地域であり、西ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ

（アンデス、中央アメリカ、南アメリカ、熱帯地域を併合）、アジ
ア太平洋の高所得国、大洋州、東アジア、東南アジア、南アジア
であった。ラテンアメリカについては、４つのGBD調査地域を
併合し、大陸全体で１件のメタ解析を実施することが実践的かつ
適切と判断した。北アメリカ地域は、カナダとアメリカのみから
構成された。カナダでは、全国の代表サンプルを対象とした大規
模かつ良好に実施された調査が行われており（19）、この結果がカ
ナダを代表することから、この全国有病率の数値をカナダのデー
タに適応した。アメリカの調査にはメタ解析を行い、全国の推定
値を算出した。

認知症の有病率のモデル化
年齢特異的、年齢・性別特異的なメタ解析により算出した認知症
の各地域での有病率を表2.1に示す。いずれの地域においても有
病率は年齢の増加に伴い指数関数的に増加しており、アジア太平
洋、ラテンアメリカ、北アメリカでは5.5歳ごとに、東アジアで
は5.6歳ごとに、南アジアおよび西ヨーロッパでは6.3歳ごとに、
大洋州および東南アジアでは6.7歳ごとに、それぞれ有病率が倍
増することが示された。アジア太平洋および北アメリカ以外の
全地域で、男性の予測有病率は女性よりも低かった（差は19～
29%）。また、すべての地域において有病率の男女差は年齢増加
に伴い拡大する傾向がみられたが、統計的に有意であったのはア
ジア太平洋地域のみであった。なお、東南アジアを除くすべての
地域で、統計的に有意な異質性（地域内の調査間における有病率
のばらつき：heterogeneity）が認められた。

他のGBD調査地域における推定有病率の算出
データが不十分であるためメタ解析が実用的でなかった場合、当
該地域における認知症有病率の利用可能な最良の推定値を示す
Delphiコンセンサス研究（2005年）から得た妥当な推定有病率
を原則として適用するものとした（12）。使用した手法の詳細につ
いてはインターネット上の添付資料を参照されたい１。

認知症の推定有病率
西ヨーロッパの人口構造に対して年齢を標準化した60歳以上の
認知症の推定有病率を、21のGBD調査地域間で直接比較した

（表2.1および2.2、図2.2）。西サハラ砂漠以南の2.07%からラテ
ンアメリカの8.50%まで４倍の差が見られたが、年齢を標準化
した推定有病率の数値の大部分は５～７%の範囲内であった。こ
の変動性の主な理由は、サハラ砂漠以南の４地域での有病率が非
常に低いことであった。

認知症の推定患者数
この年齢特異的、年齢・性別特異的な推定有病率を国連の人口予
測値に対して適用すると、2010年時点の認知症有病者数は世界
全体で3,560万人と推定される（表2.3）。GBD調査地域のうち、
認知症有病者数が最も多かったのは西ヨーロッパ（700万人）
で、わずかな差で東アジア（550万人）、南アジア（450万人）、
北アメリカ（440万人）が続いた。2010年時点で、認知症有病
者数が最も多かった（100万人以上）９ヵ国は、中国（540万
人）、アメリカ（390万人）、インド（370万人）、日本（250万
人）、ドイツ（150万人）、ロシア（120万人）、フランス（110
万人）、イタリア（110万人）、ブラジル（100万人）であった。

世界の認知症有病者数は20年ごとにほぼ倍増し、2030年には
6,570万人、2050年に１億1,540万人になると予測された。こ
の増加の大半は、低・中所得国（LMIC）における認知症の増加
によるものである（図2.3）。2010年時点でLMICに居住する認
知症の人は全体の57.7%を占めており、この比率は2030年に
63.4%、2050年には70.5%に増加すると予測される。この予測
値は、主に人口増加や人口高齢化に基づく結果である（表2.3）。
世界全体の地域は、３つのグループに大きく分類できる。まず高
所得国では、ベースライン値は高いが、その後は緩やかかつ比例
的に増加していく（ヨーロッパで40%、北アメリカで63%、ラ
テンアメリカ南部で77%、アジア太平洋の先進国で89%の増加）。
次にラテンアメリカの他の地域、北アフリカ、中東では、ベース
ライン値は低いが、その後は特に急激な増加が見込まれている

（ラテンアメリカの他の地域で134～146%、北アフリカおよび
中東で125%の増加）。最後に中国、インド、近隣の南アジアや
西太平洋では、ベースライン値も高いが、今後はさらに急激な増
加が予測されている（南アジアで107%、東アジアで117%の増
加）。なお、サハラ砂漠以南で予測される増加（70～94%）は比
較的小規模であるが、これは持続的に乳幼児死亡率が高く、HIV
感染が蔓延していることから人口の高齢化が限られているという
状況に一致した結果である。

脚注：1
http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012
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表2.2

若年性認知症
若年性認知症（Young onset dementia:YOD）は、通常65歳
未満で発症すると定義されている稀な疾患である。正確な推定有
病率を算出するためには大規模なサンプル数が必要とされること
から、YODに関する集団ベースの調査はほとんど実施されてい
ない。しかし、レジストリ（登録制）による研究が行われること
が多く、地域サービス提供者から得た症例数を国勢調査に基づく
地域の総人口で除した有病率が報告されている。この有病率は、
YOD患者がすべて疾患経過の初期において地域サービスの提供
を受けたことを前提としているが、この前提は必ずしも全員に該
当しないことから、このような調査では認知症の真の有病率が過
小評価されていると考えられる。

レビュー
認知症に関する欧州共同研究グループ（European Collaboration 
on Dementia group、EuroCoDe）により、YODの有病率に
関する系統的レビューが実施されている（23）。当該グループによ
り、イギリスの２つのレジストリ調査に加えて、アメリカのレ

ジストリ調査（24）、オランダ・ロッテルダムの遅発性認知症を対
象とした集団ベース調査（本調査で最も若年の年齢層は55～59
歳）（25）が特定された。レビュー担当者からデータ不足や推定値
のばらつきが指摘されたため、メタ解析は実施されなかった。イ
ギリスの２調査を用いたデルファイ法によるコンセンサス研究の
結果が「イギリス認知症レポート（Dementia UK report）」（26）

において報告されており、このうち１調査はケンブリッジシャー
（27）、もう１調査はロンドン特別区（28）で実施されたものであっ
た。45～64歳の男性の有病率は、ロンドンで10万人あたり120
人、ケンブリッジシャーで10万人あたり101人であり、同年齢
層の女性では、ロンドンで10万人あたり77人、ケンブリッジ
シャーで10万人あたり61人であった。専門家パネルによるコン
センサスとして、YODの有病率は遅発性認知症と同じく年齢増
加に伴い指数関数的に増加し、30歳時点の10万人あたり９人か
ら60～64歳時点の10万人あたり156人まで、年齢が５歳上がる
ごとにほぼ倍増すると報告された。若年性認知症の２/３（68%）
は55歳以上であった。この大規模な中年期のYOD集団の大半は
男性であり、男女比は1.7：１であった。
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図2.1

コンセンサスグループによって推定された60～64歳の年齢階級
における認知症の有病率（10万人あたり156人、0.16%）は、
１つ上の年齢層（65～69歳）における遅発性認知症の有病率

（1.3%）の１/９に相当した。この値は、想定されていた１/２よ
りも低かった。この不一致は人為的な結果であり、サービスを受
けている症例のみを評価したYOD調査における集団有病率が過
小評価されたことに起因する可能性が高い。この見解は、オラン
ダ・ロッテルダムの集団ベースの調査による有病率（55～59歳
で10万人あたり423人、60～64歳で10万人あたり418人）か
らも裏付けられている（25）。したがって、レジストリベースの調
査では、YODの真の有病率に対し2.5～４倍の過小評価となって
いる可能性がある。イギリスではYODが認知症全体に占める割
合はわずか2.2%と推定されているが（26）、真の割合は６～９%に
のぼる可能性もある。

低・中所得国（LMIC）では、主に平均寿命が短いことを理由と
して、高齢化が早期に始まると報告されることがある。このよう
な相違は主に、若年期の死亡率によって説明されており、LMIC
でYOD罹患率がより高いということを示すエビデンスはほとん
どない。インドで65歳未満の被験者を対象に実施された有病率
に関する３件の調査によると、YODの有病率は、高所得国の集
団ベースの調査結果と同程度に低く、ケララでは10万人あたり
328/人（60～64歳）（24）、バラブガーでは10万人あたり249人

（55～64歳）（18）、ムンバイでは10万人あたり63人（50～59歳）
および280人（60～64歳）（30）であった。しかし、低所得国（特
に南・東アフリカ）では、若年者に集中しているHIV蔓延の影
響の可能性があるため、この見解については検証が必要である。
HIV関連認知症はエイズ指標疾患であり、未治療集団における有
病率は15～30%で、神経認知しょうがい（もの忘れ、集中力低

下、精神機能遅延）、情動しょうがい（激越、無感情）、運動機能
しょうがいが発現する。これらの症状は、高活性抗レトロウイ
ルス療法（HAART）を受けている患者にも認められ、有病率は
10%、年間罹患率は１%である（31, 32）。HIV関連認知症に限らず
HIV関連神経認知しょうがい（HIV-associated neurocognitive 
disorder:HAND）の有病率は20～30%である。また、HIV血清
有病率の高いサハラ砂漠以南諸国でHIV治療を受けている患者に
おける有病率はさらに高い（南アフリカ・ケープタウンのプライ
マリケアセンターにおいてHAARTを実施した患者を対象とした
ときのHANDの有病率は42%、HIV関連認知症の有病率は25%）

（33）。HAARTに対するアドヒアランス（服薬遵守）不良、急速な
疾患進行、死亡率との関連性の点において、HIVに伴う認知しょ
うがいは特に重要である（34）。当該地域での認知症有病者数およ
び年齢分布への影響を定量化することは難しい。しかし、南アフ
リカ諸国では成人のHIV血清有病率が15～25%であることから、
この影響は非常に重大であると考えられ、大部分の認知症患者は
HIV関連認知症を伴う若年者である可能性もある。

考察－認知症の有病率
今回の推定により世界全体および各地域における60歳以上の認
知症有病者数のおおよその人数が明らかとなった。YODの有病
率に関しては不明点が多く、その数も含めた場合には、認知症有
病者数は合計で最大６～９%高まる可能性もある。今回の推定に
おける60歳以上の認知症の推定有病率は、前回の国際アルツハ
イマー病協会（Alzheimer’s Disease International:ADI）デル
ファイ法によるコンセンサスと比べて約10%高かった（11）。これ
は、年齢で標準化した後の有病率が、南アジア（今回5.7%、前
回3.4%）、西ヨーロッパ（7.3%、5.9%）、ラテンアメリカ地域

（8.5%、7.3%）で増加したことによる影響を受けている。これ
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図2.2

らの増加は、東アジア（5.0%、6.5%）で推定有病率が低下した
ことによって一部相殺されている。新たな推定値は、低・中所
得国（LMIC）からのエビデンスベースが拡大したことから、従
来の数値と比べて改善された可能性が高い。南アジアの７調査、
西ヨーロッパの52調査、東アジアの34調査、ラテンアメリカの
11調査を各地域のメタ解析の対象調査とすることができた。前
回ラテンアメリカから得られた有病率に関する調査はわずか１
調査であった（13）。中国のエビデンスベースは最近の系統的レ
ビュー（従来は中国国内の雑誌でのみ入手可能であった公表物の
データを含めることができた）によって大きく拡大した（35）。南
アジアでの前回の推定値は、１件の大規模調査（北インドの農村
地域・バラブガーで実施、異常に低い有病率が報告された）によ
る不均一な影響を受けていた可能性がある（18）。前回のヨーロッ
パの推定値は（12）、認知症の疫学および予防に対する欧州共同体
の 作 業 部 会（European Community Concerted Action on 
the Epidemiology and Prevention of Dementia Group：
EURODEM）による２つのレビュー結果の強い影響を受けてい
たが（36, 37）、今回の系統的レビューの方がはるかに包括的であり、
新たな推定有病率は、EuroCoDeグループによる最近の系統的
レビューで認められた数値と同じ7.1%であった（23）。

特に東ヨーロッパ、北アフリカ、中東、ロシア、サハラ砂漠以南
など、特定の地域ではデータが不十分であったことから（調査範
囲の項目参照）、今回の推定値も暫定的とみなすべきである。当

該地域に対する今回の推定値は、過去のデルファイ法によるコン
センサス研究に基づき算出されている。本レビューの限界とし
ては、複数の世界疾病負荷（GBD）調査地域に対し２つの手法
を用いて推定有病率を定量化したことが挙げられる。すなわち、
GBDの21地域中、十分な調査結果が利用可能であった11地域に
はメタ解析を実施し、残りの地域にはデータ不十分のためデル
ファイ法によるコンセンサス研究からの推定値を使用した。デー
タが得られている地域から説得力を借用することによりデータの
ない地域での推定を可能とするメタ解析の手法を用いれば、全地
域の推定値を更新することも可能である。このことは、十分な調
査結果が得られていないGBD調査地域で良質なデータをさらに
収集する必要性も強調している。

サハラ砂漠以南での低い有病率は、レビューが実施された2009
年時点で利用可能であった１件の良質な調査（ナイジェリア・
イバダン）によって主に決定された（16）。その後、西・中央アフ
リカのフランス語圏の国において行われた調査や（38～40）、北ナイ
ジェリアの追加調査から（41）、よりばらつきの大きな有病率が示
され、有病率は農村地域と比べて都市部で高く、西アフリカより
も中央アフリカで高かった。ナイジェリアの調査では低い有病率
が報告され、これは初期のアメリカとナイジェリアの共同調査の
結果と一致していた（西ヨーロッパに対して年齢を一般化した後
の65歳以上の有病率は2.4%、60歳以上の年齢標準化有病率は
1.9%、ただし未評価であった60～64歳の有病率は65～74歳の
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表2.3



30

図2.3

１/２と想定した）（41）。ベニンの農村地域においても有病率は同
様に低かった（年齢で標準化した後の65歳以上の有病率は2.4%、
60歳以上の有病率は2.0%、同様に推定）（38）。ベニンの都市部
では有病率がより高く（65歳以上で4.3%、60歳以上で3.5%）

（40）、中央アフリカ共和国の都市部（65歳以上で10.1%、60歳
以上で8.2%）およびコンゴ共和国の都市部（65歳以上で7.2%、
60歳以上で6.0%）では著明に高かった（39）。

以上から、現時点のエビデンスによって、低・中所得国（LMIC）
における認知症の有病率は低いという従来のコンセンサスに疑
問が生じており（17）、一部の調査に対しては著しい疑問が提起さ
れた（16, 18）。方法論にかかわる因子が関連している可能性もあ
る。10/66認知症研究グループ（10/66 Dementia Research 
Group）の調査によると（Box 2.1）、当該グループが作成した
10/66認知症診断基準（26施設で実施されたパイロット調査で
作成、校正、検証）（42）を用いた場合に、精神しょうがいの診
断・統計の手引き第４版（DSM-IV）を用いた場合よりも、より
多くの人が認知症と診断され、施設間の一貫性も高いことが示さ
れた。DSM-IVに基づく認知症の有病率は、特に農村地域や発展
途上の地域において低い（20）。LMICでは、認知症に対する意識
が低く、高レベルの支援が通常的に高齢者に提供されており、他
者に弱点を報告することに抵抗感があるために、軽度の認知症が
過小評価されている可能性がある。これらの因子はすべて、社会
的・職業的機能しょうがいに対するDSM-IV診断基準の確立を困
難にしている（18, 20）。キューバで10/66診断基準の妥当性が評価
された結果、DSM-IV基準では軽度～中等度の症例が選択的に見
落とされるために、10/66基準の方が優れていると結論された

（43）。インドでも、３年間の追跡後に高い死亡率が認められたこ
と、および生存者でも予想通りに認知しょうがいが進行し、しょ

うがい、介護の必要性が認められたことから、10/66診断基準
の予測能の妥当性が確認された（44）。以上から、ベースラインの
真の有病率は、DSM-IV基準に基づく0.9%よりも10/66診断基
準に基づく7.5%にはるかに近い可能性が示唆された（20）。

認知症のサブタイプ
認知症の４つの主なサブタイプは、多いものから順にアルツハイ
マー病、血管性認知症（Vascular dementia:VaD）、レビー小
体型認知症（Dementia with Lewy bodies:DLB）、前頭側頭型
認知症（Frontotemporal dementia:FTD）である。これらの
各サブタイプに起因する認知症症例の比率の推定値は、発症およ
び経過の典型的なパターンに基づく臨床診断に基づくことから、
慎重に解釈する必要がある。特に疫学的研究においては、サブタ
イプの正確な診断のために必要な情報をすべて収集することが難
しい。神経画像検査用のバイオマーカーは脳血管疾患においては
常に利用可能であるが、アミロイド斑の画像検査が研究技術とし
て利用可能となったのは、つい最近である。神経病理調査からの
エビデンスは、サブタイプが個別に存在するという概念に疑問を
投げかけている。特にアルツハイマー病と血管性認知症、アルツ
ハイマー病とレビー小体型認知症においては、混合型の病理の方
が「純粋な」病理よりも多い（45）。1,000例以上の症例シリーズ
での剖検結果によると、アルツハイマー病に関連する病理所見
を呈した症例は86%であったが、アルツハイマー病のみの病理
所見はわずか43%であり、26%はアルツハイマー病と脳血管疾
患の混合型であり、10%は皮質性レビー小体を伴うアルツハイ
マー病であった（46）。この結果は、アルツハイマー病の臨床診断
を受けた集団でも同様で、「純粋な」血管性認知症は比較的稀で

（7.3%）、前頭側頭型認知症などの頻度の低い認知症サブタイプ
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は、生涯にわたりアルツハイマー病と誤診される傾向がある（46）。
さらに、アルツハイマー病の神経病理所見と認知症の症状との間
の関係は、従来考えられていたほど明確ではない。進行性の病理
所見を呈しているにもかかわらず、認知症を発症しない患者も存
在することから、脳血管疾患が認知症の発症を決定付ける重要な
共因子である可能性がある（45, 47）。したがって、アルツハイマー
病、血管性認知症、混合型認知症、レビー小体型認知症、前頭側
頭型認知症、その他の認知症によって説明できる症例の比率の推
定値は、これらの各種病理学的特徴のうち相対的にどの病理学的
特徴が優勢であるのかを示しているにすぎない。

レビュー
認知症のサブタイプに対する最も高度な解析は「イギリス認知症
レポート（Dementia UK report）」の中で実施されたものであ
る。この解析では、イギリスのデルファイ法によるコンセンサス
研究やその他のヨーロッパのエビデンスを用いて、年齢および性
別ごとの認知症の各サブタイプの割合が推定された（26）。イギリ
スで実施された遅発性認知症の集団ベースの調査６件のうち３件
で、サブタイプ診断に関する情報（アルツハイマー病、血管性認
知症、混合型認知症、その他）が含まれていた（48～50）。最近のコ
ミュニティベースの調査では（51）、広範囲にわたるサブタイプの
相対度数に関する情報が報告されており、アルツハイマー病が
41%、血管性認知症が32%、パーキンソン病による認知症が３
%、前頭側頭型認知症が３%、レビー小体型認知症が８%であっ
た。アルツハイマー病や血管性認知症の性別および年齢に特異的
な割合が示されたのは、1990年代に行われた調査の認知症の疫
学および予防に対する欧州共同体の作業部会（EURODEM）に
よるメタ解析のみである（37）。当該解析では、女性では年齢にか
かわらずアルツハイマー病の割合は70%程度と一定しているの

に対し、男性では年齢に伴い次第に増加し、65～69歳の38%か
ら90歳以上の80%まで増加した。２つの若年性認知症（YOD）
調査では、認知症クリニックのスペシャリストによる評価に基づ
き、全範囲にわたる認知症サブタイプに関する詳細な情報が報告
されている（27, 28）。また、YODに関する別の２調査からは、限
定的であるものの、アルツハイマー病、血管性認知症、混合型認
知症の相対度数の情報が示されている（52, 53）。

この結果から、前頭側頭型認知症は特に男性のYODで多くみら
れるサブタイプであり、55歳までの男性では最も多くみられる
ことが示された（図2.4a、2.4b）。血管性認知症も45～75歳の
男性に比較的多くみられるサブタイプであった。アルツハイマー
病は、全体で認知症の原因として最も割合が高いサブタイプで
あったが、女性では30歳以上の全年齢層において40～60%と比
較的一定していたのに対し、男性では年齢に伴い一定のペースで
増加し続け、30歳の約20%から95歳以上の約70%まで増加する
ことが示された。

先進国で実施された調査では、アルツハイマー病の割合は血管性
認知症よりも高いことが一貫して報告されている。東南アジアで
実施された初期の１件の調査では、これと逆の結果が報告された
ものの、より最近の調査では、アルツハイマー病の方が血管性認
知症よりも多いというパターンが示唆されている（54）。これは、
寿命が長くなり身体的健康度が良好になったことによる可能性も
ある。アルツハイマー病は通常血管性認知症よりも発症年齢が高
いため、超高齢の集団が増加すれば、これに伴い患者数も増加す
る。身体的健康度が良好になると、脳血管疾患の数が減るため、
血管性認知症の数も減少する。また、これらの変化によって、女
性の患者の比率が増える傾向にある。

国際アルツハイマー病協会の10/66認知症研究グループに
より、LMICの10ヵ国（ブラジル、中国、キューバ、ドミニ
カ共和国、インド、メキシコ、ナイジェリア、ペルー、プエ
ルトリコ、ベネズエラ）における14ヵ所の管轄区域を対象
として、認知症の有病率とその影響に関する住民ベースの調
査（2003～2007年）が実施された。各国において各セン
ターが地理的に規定した管理区域に居住する65歳以上のす
べての居住者1,000～3,000人（概して2,000人）を対象と
して、横断的、包括的、単一フェーズの調査が実施された。
各調査は、異文化間で検証された評価項目（認知症の診断
とサブタイプ、精神疾患、身体的健康度、身体測定、人口動
態、広範な非感染性疾患リスク因子の質問票、しょうがい/
機能、保健サービスの利用、介護の手配、介護者の負担）に
よる同一の最小コアデータセットを用いた。この最終結果
は、唯一の直接比較データ源であり、３大陸からの21,000
人の高齢者で構成された。2010年に罹患率のフェーズが完

了した後、中国、キューバ、ドミニカ共和国、メキシコ、ペ
ルー、ベネズエラにおいて、ベースラインから３～５年間に
わたる追跡評価を行っている。本プロジェクトの追跡フェー
ズには12,000人以上の高齢者が参加し、35,000人・年以
上の追跡が行われている。これは、認知症の罹患率と関連リ
スク因子の調査のうち、前例のない最大規模の調査の１つで
ある。学術機関と政策コミュニティに対するリソースとし
て、一般にアクセス可能なデータアーカイブが設置されてい
る。この集団ベース調査の付随試験として、認知症患者と
家族のための介護者介入の無作為化比較対照試験「Helping 
Carers to Care（介護のための介護者への援助）」が実施さ
れている。

10/66認知症研究グループの活動の詳細については当該グ
ループのウェブサイトを参照されたい（http://www.alz.
co.uk/1066/）。

10/66認知症研究グループの集団ベース調査

BOX 2.1
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図2.4A

図2.4B
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図2.5

世界の認知症罹患率
アルツハイマー病のサブタイプの罹患率に関する調査が、最近
になって系統的にレビューされている（55）。27調査が特定された
が、このうち北アメリカとヨーロッパ以外で行われた調査はわず
か７調査であり、その内訳は、日本が３調査、中国（台湾）、イ
ンド、ナイジェリア、ブラジルが各１調査であった。したがっ
て、低・中所得国（LMIC）において実施された調査は３調査の
みであった。80歳時点での罹患率は、北アメリカ（1000人・
年あたり20.6人・年）およびヨーロッパ（1000人・年あたり
15.1人・年）で他国（1000人・年あたり8.3人・年）と比べて
高かったが、倍増に要する期間は、北アメリカ（6.0年）やヨー
ロッパ（5.8年）よりも他国（5.0年）で短かった。女性（1000
人・年あたり13.7人・年）での発生率は、男性（1000人・年あ
たり10.6人・年）と比べてわずかに高かった。認知症の罹患率
に関する直近のレビューは1998年に実施されており、23調査が
特定されたが、このうちLMICはわずか１ヵ国であった（56）。ヨー
ロッパでの罹患率は、60～64歳（1000人・年あたり９人・年）
から90～94歳（1000人・年あたり180人・年）にかけて増加
した。新たなレビューが実施され、21の世界疾病負荷（GBD）
調査地域における年間罹患率と年間の推定新規罹患数が算出され
た。方法の詳細はインターネット上の添付資料を参照されたい１。

検索結果
本検索より1,718件の抄録が抽出され、このうち調査の適格基準
を満たした34調査を特定した。この内訳は、西ヨーロッパが16
件、北アメリカが５件（アメリカ４件、カナダ１件）、東アジア
が４件（中国４件、台湾の１件を含む）、ラテンアメリカまたは
カリブ海諸国が６件（ブラジル、キューバ、ドミニカ共和国、メ
キシコ、ペルー、ベネズエラ）、大洋州が１件（オーストラリア）、
アジア太平洋地域が１件（韓国）、西サハラ砂漠以南が１件（ナ
イジェリア）であった。適格調査の詳細はインターネット上の添
付資料を参照されたい１。最終的にこれらの調査には72,224人
の「リスクを保有する」高齢者が含まれており、追跡観察期間の
累積人数は214,756人・年であった。リスク保有者のコホート
の中央値は1,769人（四分位範囲：937～3,208人）、観察人・
年の中央値は4,679人・年（四分位範囲：2,795～9,101人・年）
であった。大部分の調査はDSM-III-R（14調査）、DSM-IV（14
調査）、ICD-10（３調査）の基準を適用していた。10/66認知
症研究グループの６調査ではDSM-IVと10/66認知症診断基準の
両方を適用していた。

脚注：1
http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012
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表2.4

調査の地理的範囲
ヨーロッパと北アメリカからのエビデンスベースが大多数であっ
たが、34調査中13調査はこれらの地域以外からのもので、10
調査は低・中所得国で実施されていた。９ヵ所の世界疾病負荷

（GBD）調査地域（オセアニア、東南アジア、中央アジア、中央
ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北アフリカ/中東、南サハラ砂漠以
南、中央サハラ砂漠以南、東サハラ砂漠以南）からの調査はな
かった。５調査（ヨーロッパ４調査、アメリカ１調査）は、80

歳以上を対象とした調査であった。全体の観察人・年の値に占め
る比率は、西ヨーロッパの調査が52%、北アメリカが21%、ラテ
ンアメリカが15%であり、他の地域の調査はわずか12%であった。

認知症の罹患率のモデル化
認知症の罹患率は年齢に伴い指数関数的に増加する。全調査を
併合した場合、認知症の罹患率は年齢が5.9歳上がるごとに倍増
し、60～64歳での1000人・年あたり3.1人・年から95歳以上
の1000人・年あたり175.0人・年まで増加する（図2.5）。認
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知症の罹患率は、高所得国（年齢が5.8歳上がるごとに倍増し、
1000人・年あたり3.4人・年から202.2人・年まで増加）で低・
中所得国（LMIC）（年齢が6.7歳上がるごとに倍増し、1000人・
年あたり2.9人・年から99.4人・年まで増加）と比べて高いと考
えられた。全体での認知症の罹患率はLMICで高所得国と比べて
36%低かった（RR 0.64, 95% CI 0.48～0.85）。ただしDSM-
IV基準ではなく、10/66認知症研究グループによる異文化間の
検証が実施された10/66認知症診断基準を適用した場合、この
差はなくなった（RR 0.99, 95% CI 0.74～1.33）。全調査を併
合したところ、推定罹患率に有意な不均等性が認められ（α = 
0.16）、低・中所得国（α = 0.02）よりも高所得国（α = 0.17）
で不均等性は大きかった。

認知症の年間新規罹患数の推定
各地域とも、新規罹患数は年齢に伴い増加し、その後減少する。
罹患率の最大値は、ヨーロッパとアメリカでは80～89歳、ア
ジアでは75～84歳、アフリカでは70～79歳で認められた（表
2.4）。さまざまな研究により、世界全体で認知症の新規罹患数
は年間770万人と推定されており、４秒に１人が新たに認知症に
なっている。内訳は、アジアが360万人（46%）、ヨーロッパが
230万人（31%）、アメリカ大陸が120万人（16%）、アフリカ
が50万人（７%）である。

考察－認知症の罹患率
新規罹患率と新規罹患数は、予防戦略の策定・開始・モニタリン
グの取り組みと特に関連性がある。集団間の有病率の違いや、経
時的な有病率の推移傾向は、背景の発生率や罹病期間（認知症を
伴う生存期間）の違いから生じている可能性があるため、その解
釈は難しい。現時点の770万人という年間新規罹患数は、特に調
査間での不均等性が比較的小さいことからも、世界・地域的に重
要なベンチマークとなる。有病率（3,560万人）が年間罹患率の
4.6倍であるということは、発症後の平均生存期間は概算で4.6
年であることを意味しており、この数値は過去の症例シリーズで
得られた結果とほぼ同様である（57）。

一部のLMICにおいて認知症の有病率が極めて低かったという過
去の観察結果に対するさまざまな説明に進捗がみられている。ア
メリカとナイジェリアの調査およびアメリカとインドの調査に
よって認知症の推定罹患率も非常に低いことが示されたことか
ら、生存期間の差は、当該地域で報告された低い有病率の説明の
一部にすぎないことが示唆された（58, 59）。また、環境的なリスク
因子への曝露レベルの違いが関与している可能性もある（高齢の
健康なナイジェリア人における心血管系の状態など）（60, 61）。早
期死亡率のパターンが異なることも影響している可能性がある。
すなわち、超低所得国の高齢者は数少ない生存者であり、これ
らの高齢者では、生存期間延長に寄与した一部の因子が高齢期の
認知症発症を防いでいる可能性もある。しかし、我々のメタ解析
のエビデンスによると、先進国と発展途上国の認知症罹患率の差
は従来考えられてきたほど大きいものではなく、方法論的な因
子（特にDSM-IV診断基準の使用）が関与している可能性がある。
10/66認知症研究グループの調査によると、有病率と同様に（20）、
10/66診断基準に基づく認知症の罹患率はDSM-IV基準に基づく
罹患率よりも高く、10/66診断基準をメタ解析に適用した場合、

先進国と発展途上国の罹患率の差は縮まった。世界の複数の地域
に存在する問題の程度に関して一層のエビデンスを得るために
は、認知症の罹患率に関する研究をさらに行う必要がある。

認知症に関連した死亡率
認知症を発症した人では寿命が短くなる。この分野で実施された
１調査によると、アルツハイマー病の人の生存期間の中央値は
7.1年（95% CI 6.7～7.5年）であり、血管性認知症（VaD）で
は3.9年（95% CI 3.5～4.2年）である（57）。この中央値の推定
値は非常に個人差が大きい。認知症の死亡率に対する独立した寄
与度を評価することは難しい。認知症が死亡の直接的な原因また
は潜在的な原因として判断されることは稀であるため、死亡証明
書の信頼性は低い。また、認知症の人は認知症との関連の有無を
問わず合併症を伴うことが多いため、合併症によって死亡が早ま
ることもある。したがって、認知症の人の死亡をすべて一概に認
知症が原因であったと判断することはできない。

レビュー
主に高所得国で実施された調査のメタ解析の結果から、認知症の
人では死亡リスクが2.5倍増加することが推定された（RR 2.63, 
95% CI 2.17～3.21）（62）。認知症の疫学および予防に対する欧
州共同体の作業（EURODEM)が実施した罹患率に関する調査で
は、89歳までは相対リスクが2.38と一定していたが、90歳以上
では女性で1.80、男性で1.60に低下することが示された。LMIC
の推定値からは、認知症の人で死亡の相対ハザードがわずかに
高いことが示された。10/66認知症研究グループ調査では、併
合ハザード比は2.77（95% CI 2.47～3.10）と報告され、不均
等性は小規模であった。一方、ナイジェリアの調査（HR 2.83, 
95% CI 1.10～7.27）（63）やブラジルの調査（HR 5.16, 95% 
CI 3.74～7.12）では、さらに相対リスクが高かった（64）。低・
中所得国において、死亡率に影響を及ぼすその他の健康上の因子
および社会人口学的な因子と認知症との比較が、これまで３調査
で実施されている。これらの調査によると、認知症は健康状態の
中でも、死亡率に影響を及ぼす最も大きな要因として新たに特定
された（63～65）。

「 イ ギ リ ス 認 知 症 レ ポ ー ト（Dementia UK report）」 で は、
EURODEMによる死亡の相対リスクを用いて、認知症が独立的
に死因と判断される死亡率を年齢別に算出した（26）。この死亡率
は一定の割合で増加し、男性では65歳の２%から85～89歳の最
大18%、女性では65歳の１%から85～89歳の最大23%まで増
加した。全体的には、65歳以上の男性における死亡の10%、女
性における15%が認知症に起因していると示され、認知症が原
因となった死亡の大半は80～95歳で認められた。

GBDレポート（６）では、認知症に起因する推定死亡率は、はる
かに保守的な数値となっている。60歳以上の認知症に起因す
る死亡率は、高所得国では4.0%（275,000件）、高中所得国で
は0.6%（19,000件）、低中所得国では0.6%（72,000件）、低
所得国では1.3%（111,000件）と推定され、世界全体では年
間477,000件の死亡に相当し、当該年齢集団の全死亡のわずか
1.6%であった。
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経済的な影響：
認知症による世界の社会的費用
認知症による社会的コストや、家族・政府・保健・社会ケアシス
テムに対するこれらの影響を適切に理解することは、意識向上、
適切な優先順位づけ、業務の集中化によって、認知症の人と介護
者の生活を改善させる基礎となる。認知症に対する疾病コスト
に関する調査がオーストラリア（66）、カナダ（67）、スウェーデン

（68）、イギリス（26）、アメリカ（69）、などの主に高所得国ならびに
EU（70）で行われている。コンセンサスとして認められた知見は、
認知症によって、直接的（医療ケアおよび社会ケア）および間接
的（家族や友人による無償の介護）なコストによる膨大な経済的
負担が既にもたらされているということであった。また、中所得
国における経済的負担の大きさに関するエビデンスも示されつつ
ある（71～74）。

疾病のコスト調査は記述的であり、病態による総合的な社会的・
経済的負担を定量化し、複数の保健・社会ケアセクターに対する
影響に焦点を当てている。国や地域間でのコストの分布も推定・
比較でき、経時的な傾向についてもモニタリングあるいは一時的
な将来予測が可能である。病態全体を通じた疾病コストの比較は
さらに難しく、資金配分の優先化は、疾患の経済的負担ではな
く、利用できる介入の費用対効果により決定されるべきとの議論
もある（75）。

認知症に対する世界の経済的負担について過去に実施された３研
究は、いずれも認知症の有病率と介護者から提供された情報に関
する最良の利用可能なデータに基づいている（76～78）。このうち最
も新しい世界的な推定コストは2009年の4220億米ドルで、こ
の74%を高所得国が占める。この最近実施された疾病コストに
関する研究の目的は、各国でのリソース利用のエビデンスに基づ
く推定値を算出することであった。したがって、各国に特異的な
１人当たりの年間コスト（医療ケア・社会ケアの直接的コストお
よびインフォーマルケアのコスト）を各国の認知症の推定人数に
適用し、WHO地域レベル、世界銀行による国の所得レベルで集
計した。コスト算出の方法をBox 2.2に示す。コスト（および認
知症の有病率）には2010年の推定値を反映させた。過去の値に
基づく推定コストは、適切に増額し、現時点の為替レートで地域
通貨から換算した米ドルとして示した。推定値が得られなかった
国に対しては、同地域または隣接地域の類似国からの推定値を用
いた。直接的コストに関しては、認知症の人１人当たりの直接コ
ストと国民１人当たりの国内総生産（GDP）との強い関連性を
用いて、同地域内でデータのない国に対する直接的コストの合計
を予測した。医療ケアと社会ケアのコストの分割は、データが得
られている低・中所得国（LMIC）の１国として中国のデータを
適用して推定した。

重大な制約は、LMICでの保健・社会ケアに関するデータが不十
分なことであり、このコストモデルは、高所得国から低所得国へ
の経済状況の外挿（国民１人当たりのGDPで調整）に主に依存
している。また、直接的な医療費（保健医療ケアセクター内）と
直接的な社会ケアのコスト（コミュニティや介護施設セクター
内）を区別することは困難であった。ADI（「国際アルツハイマー
病協会」）の2010年世界アルツハイマーレポート（79）のために
実施された疾病コスト解析では、このような制約の多くについて
記載されている。

認知症の世界的コスト（中位推計）
2010年の世界における認知症の社会的コストの合計は6,040
億米ドルであった（表2.5）。これは世界のGDP総額の1.0%に
相当し、直接的コストのみを対象とした場合には0.6%に相当す
る。GDPの割合として表した総コストは低所得国の0.24%から
高所得国の1.24%と幅があり、最も割合が高いのは北アメリカ

（1.30%）および西ヨーロッパ（1.29%）であった。世界銀行の
所得分類別にみた認知症の国民１人当たりのコストは非常に幅が
あり、低所得国では868米ドル、低中所得国では3,109米ドル、
高中所得国では6,827米ドル、高所得国では32,865米ドルで
あった。推定認知症有病者数を乗じて算出したコスト総額は、低
所得国で43億7,000万米ドル、低中所得国で292億1,000万米
ドル、高中所得国で323億9,000万米ドル、高所得国で5,379億
1,000万米ドルであり、認知症のコストは不均一に分布していた。
世界全体での認知症の社会的コストの約70%は、WHOの世界疾
病負荷（GBD）調査地域のうちわずか２地域（北アメリカおよ
び西ヨーロッパ）によって占められており、総コストの89%は
高所得国によって占められていた。しかし、高所得国の居住者
は、認知症全体の半数以下であり（46%）、認知症の人の39%は
中所得国の居住者（コストは全体の10%）、14%は低所得国の居
住者（コストは全体の１%未満）であった。

セクター間における総コストの分布も国の所得レベルによって大
きな幅があった。高所得国では、インフォーマルケアのコスト

（45%）と社会ケアの直接的コスト（40%）が総コストに占める
割合は類似していたが、直接的な医療費（15%）が占める割合
ははるかに低かった（図2.6）。しかし、低所得国や低中所得国
では、直接的な社会ケアのコストが少なく、インフォーマルケア
のコストが大半を占めていた。このため、高所得国では低所得国
と比べて１人当たりの総コストが38倍高く、社会ケアの直接的
コストは120倍高い。ADIによる介護施設利用に関する世界的な
調査によると、認知症の人のうち介護施設居住者の比率はLMIC

（11%, 95% CI ５～17%）と比較して高所得国（30%, 95% CI 
23～37%）で有意に高かった。
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感度分析
基本的ADLの手段的日常生活動作（Instrumental activities of 
daily living:IADL）合計（中位推計）ではなく、基本的ADLのみ
を用いてインフォーマルケアのコストを算出した場合、総コス
トは22%低下した（下位推計）。ADL/IADLの両者と見守りを含
めた場合には30%高くなった（上位推計）。この感度分析によっ
て中位推計における6,040億米ドルに対し、下位推計は4,700億
米ドル（基本的ADLのみ）、上位推計は7,830億米ドル（基本的
ADLとIADLの補助および見守りを含むすべてのインフォーマル
ケア）と算出された。

介護者は配偶者が占める割合が大きく、全員ではないものの大部
分が、通常の労働年齢を超えていると考えられていることから、

各国における介護者のうち配偶者が占める推定率に対して、賃金
を低く設定することにより、インフォーマルケアのコストと総コ
ストを再計算した。この賃金を平均賃金の50%とした場合、世
界の総コストは6,040億米ドルから5,480億米ドルへと９%低下
し、平均賃金の25%とした場合、5,200億米ドルへと14%低下
した。各国の社会ケア専門家の平均賃金に基づき算出した費用を
代替コストとして用いたところ、総コストはわずかに増加した。

中位推計に基づくと、低所得国は世界の総コストのわずか0.7%
を占めるにすぎず、中所得国は10.2%、高所得国は89.1%であっ
た。為替レートではなく購買力平価（PPP）を用いて現地通貨
によるコストを米ドルに換算した場合、上述の比率は低所得国

（2.1%）および中所得国（20.0%）で増加し、高所得国（77.9%）
で低下した。

施設介護
ADIは、世界的な質問紙調査を実施し、各国の調査担当者に
介護施設に居住している認知症の人の割合を都市部と農村地
域で個別に推定してもらった。この結果を重み付けし、介護
施設に居住しておりインフォーマルケアを受ける可能性が低
い認知症の人の割合を算出した。

インフォーマルケア
家族、友人、他人による介護は認知症の社会的コストに重要
な影響をもたらす。ベースオプションは基本的日常生活動作

（ADL：食事、更衣、入浴、排泄、整容）と手段的日常生活
関連動作（IADL：買い物、食事の準備、移動手段の利用、
金銭の管理）の介護労働の総合計とした。論文では、基本的
ADLのみの介護労働の報告よりも複合的なADLに関する報
告の方が多く、30ヵ国の42調査によって、世界の認知症全
体の73%に相当するデータが網羅された（平均的な介護者
の労働時間は１日あたり3.6時間[範囲：１日あたり1.4～4.7
時間]）。機会コストアプローチを用いて、インフォーマルケ
アの価値を各国の平均賃金から算出し、男性介護者と女性介
護者に対して平均賃金の性差による調整を行った。

直接的コスト
各国に対し、直接的コストの総額ならびに医療ケア・社会ケ
アの直接的コストの分布に対する推定値を算出した。95ヵ
国（世界の認知症の76%に相当）については、国および地
域から直接的コストのデータが得られた。主にアフリカとア
ジア諸国で構成される残りの97ヵ国に対しては、上述の補
完的アプローチを実施した。

感度分析
疾病コスト研究は利用する原データや仮定に依存するため、
包括的な感度分析を実施し、コスト推定に関するさまざまな
原データおよび仮定の影響を下記のように推定した。

・購買力平価（PPP）換算の利用

・コスト推定に含まれたインフォーマルケアの種類

・インフォーマルな介護者による労働に付随する時給

・機会コストに代わる代替コストアプローチ

・複数のタイプの介護者による労働の相対コスト

代表性
インフォーマルケアのコスト推定に用いた計42試験のうち
11試験が集団ベースデザインの試験（コホート試験、症例
コントロール試験）またはコントロール群（認知症ではない
集団）を含む試験であった。直接的コストに関しては、この
ような試験は31試験中11試験であった。したがって、これ
らの結果の一部は、集団ベースでない試験やコントロール群
を含まない試験に基づいているため、コストが過大評価され
ているリスクが依然として存在する。

医療・社会ケア、およびインフォーマルケアの利用に関する推定値の算出法

BOX 2.2
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表2.5
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図2.6

考察－認知症の経済的コスト
認知症に対する世界的な推定年間コストは6,040億米ドルであ
り、認知症が世界の社会経済状況に与える影響は甚大である。認
知症の介護コストを経済規模と比べると、世界の21番目であり、
ポーランドとサウジアラビアの間に位置付けられる。このコスト
の規模は以下の理由からも非常に大きいと判断できる。

・全世界の認知症有病者数（3,560万人）は世界総人口の0.5%
に相当する。

・認知症の人の多くが、IADLの補助から完全な個人的介護およ
び24時間体制の見守りに至るまで、何らかの介護を必要とし
ている。

・一部の高所得国においては、認知症患者の１/３～１/２が、よ
り多くのリソースやコストを必要とする居住施設や養護施設に
居住している（26, 80）。

有病率およびコストの世界的分布に著しい不均衡が生じている。
この一部の理由として、セクター間におけるコストの不均衡が挙
げられる。低・中所得国（LMIC）では、フォーマルな社会ケア
セクター（有償の社会ケア専門家によるコミュニティ内の介護や
介護施設で発生する直接的コストに該当）は実質的に存在しな
い。したがって、介護の責務は主に無償のインフォーマルな介護
者が担うこととなり、インフォーマルケアのコストが圧倒的に大
きい。一方、高所得国では社会ケアの直接的コストは全体のほぼ
半分を占める。LMICにおける平均賃金（インフォーマルなコス
トの推定に使用）ははるかに低いことから、相対的な総コストは

大きな影響を受けている。

我々が推定した認知症に要する世界規模での社会的コストを、他
の病態に要する社会的コストと比較することは難しい。このよう
な推定値はほとんど得られておらず、比較可能性に問題があるた
めである。イギリスでは、アルツハイマー研究財団（Alzheimer’
s Research Trust）の委託によって作成された最近のレポート
の中で、認知症とその他の慢性疾患による経済的負担がクロー
ズアップされており、疾患コストと国の研究費用との同一条件

（like-for-like）での比較が試みられた（81）。その結果、認知症に
要する社会的コスト（230億ポンド）は、がん（120億ポンド）、
心疾患（80億ポンド）、脳卒中（50億ポンド）を合算した金額
とほぼ同じであった。しかし、疾患により生じるコストの100万
ポンドあたりに費やされる研究費用は、がん研究が129,269ポ
ンド、心疾患研究が73,153ポンドであり、認知症研究は4,882
ポンドに過ぎなかった。スウェーデンの報告では、認知症のコス
トが他の慢性疾患の推定コストと比較されており（82）、認知症の
年間コスト（500億スウェーデン・クローナ）は、うつ病（325
億スウェーデン・クローナ）、脳卒中（125億スウェーデン・ク
ローナ）、アルコール乱用（210～300億スウェーデン・クロー
ナ）、骨粗鬆症（46億スウェーデン・クローナ）よりも高かった。
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病因と予防の可能性
2010年、 ア メ リ カ の 国 立 衛 生 研 究 所（The US National 
Institudes of Health:NIH）は、最先端科学技術会議（state-of-
the-science conference）によるレビューを実施し、保健医療
提供者、患者、一般社会のために、アルツハイマー病と認知機能
低下の予防に関する現時点で入手可能なデータの評価結果を提供
した（83）。本報告では、「修正可能なリスク因子と認知機能低下
やアルツハイマー病との関連性について確固たる結論は出せな
い」と記載されており、エビデンスベースはいまだ不完全な状態
であり、さらなる研究が必要である。一次予防の無作為化比較対
照試験はほとんど実施されておらず、試験結果からリスク低下の
可能性は裏付けられていない（下記参照）。しかし、これらの試
験の多くは高齢者を対象集団としており、追跡観察期間が比較的
短い。神経変性は認知症発症よりも数十年も前に生じる可能性を
考慮すれば、このような試験はあまりにも小規模であり、時期も
遅すぎる。一方、集団ベースのコホート研究では強力なエビデン
スベースが得られており、心血管系の良好な状態、十分な教育、
高レベルの身体活動によりリスクが低下することが示されてい
る。

認知症、心血管系のリスク因子、心血管疾患
研究結果から、血管系疾患は、血管性認知症だけでなくアルツハ
イマー病の素因にもなることが示されている（84）。短期間（85～87）

および長期潜伏期間（88, 89）における罹患率を調べた研究では、喫
煙によってアルツハイマー病の発現リスクが高まることが示され
た。糖尿病もリスク因子であり（90）、長期コホート研究では、中
年期の高血圧（91, 92）およびコレステロール高値（92）が、後のアル
ツハイマー病の発症と関連することが認められている。高血圧、
糖尿病、高コレステロール血症、喫煙の心血管系リスク指標の合
計が高くなるほど認知症の発症リスクが徐々に高まることが示さ
れており、この結果は、リスク因子曝露が中年期に測定された場
合にも（89）、あるいは認知症発症の数年前に測定された場合にも

（87）、同様に認められた。

認知症とアルツハイマー病の病因として心血管リスク因子と心血
管疾患が果たす役割については、大規模前向き調査では否定され
ることがあるものの（93, 94）、これまで蓄積されたエビデンスは非
常に強力である。このためアテローム性動脈硬化症とアルツハイ
マー病は関連した疾患プロセスであると考えられており（95）、両
者に共通する病態生理学的な基盤および病因に関する基盤が推測
されている（APOE e４の多型、高コレステロール血症、高血圧、
高ホモシステイン血症、糖尿病、メタボリックシンドローム、喫
煙、全身性炎症、脂肪吸収増加、肥満）。

この分野の治療介入を複雑にしている因子の１つとして、中年期
の高血圧、コレステロール増加、肥満によってあとの認知症発症
リスクは高まるが、一方で血圧（91）、コレステロール（96）、体格
指数（97）は認知症発症前に次第に低下するというエビデンスが示
されていることが挙げられる。つまり、認知症の人では、血圧、
コレステロール、体格指数が他の集団と比べて低い。したがっ
て、早期の一次予防が最も有効な介入法であると考えられる。予
防試験によると、スタチン（98）と降圧剤療法（99）による介入は、

高齢期に開始しても認知症の発症率を低下させることはできない
と考えられた。ただし、中年期から長期にわたり観察した試験は
実施されていない。

教育および認知機能の保持
コホート調査間で一貫性がない部分も認められるが、非常に説得
力のあるエビデンスが高所得国から得られており、教育や職業的
技能のレベルが高い場合に認知症の罹患率は低い可能性が示され
ている（100）。低・中所得国（LMIC）において得られたエビデン
スは、これよりも限られている。高齢者の役割と責任は文化間で
異なるため、高齢者が神経変性に直面しても、なお役割と責任を
維持するために認知機能が求められることがある。LMICでは教
育や職業的技能はあまり問題とはされず、認知症の発症リスクと
の関連性は高所得国ほど明確ではないと考えられる。中国・北京

（101）や、ブラジル・Cantanduva（カタンドゥバ）（14）では、識
字能力の保護効果に対する一次的なエビデンスが報告されてい
る。ブラジルでも教育レベルが高いほど認知症の罹患率は低い傾
向が認められているが、この傾向に有意差はなかった（14）。また、
いずれの調査でも職業的技能による影響は検証されていない。

運動不足
疫学的コホート試験で得られたエビデンスにより、運動不足は認
知症発症のリスク因子であり、有酸素運動によって認知機能低下
を軽減し、認知症の発症を予防できる可能性があることが示され
ている（102, 103）。健康成人を対象とした有酸素運動に対する無作
為化比較対照試験のメタ解析では、一貫性はないものの全般的に
認知機能にとって有益であるというエビデンスが認められた（103, 

104）。海馬容積の増加、加齢による灰白質縮小の減弱、神経回路
網の結合性の改善も観察された（103）。脳血管系のリスク低下が関
与している場合もある（103）。認知症の予防に対する有酸素運動の
有益性または有害性に関する無作為化比較対照試験は実施されて
いない。

NIHによる最先端科学技術レビューの実施後、アメリカの別のグ
ループにより疫学的なエビデンスに対する系統的レビューが行わ
れた。このレビューでは、アルツハイマー病の罹患率に対して独
立的に影響を及ぼすという強力なエビデンスが認められている７
つのリスク因子（糖尿病、中年期の高血圧および肥満、うつ病、
運動不足、喫煙、低い教育レベル）に焦点を当てて、アメリカ国
内と世界の集団に関するエビデンスが評価された（105）。相対リス
ク（Relative Risk:RR）を推定するためにエビデンスベースのメ
タ解析を実施し、レビュー担当者が、この結果を同集団における
リスク因子の保有率と統合し、人口寄与危険度割合（Population 
attributable risk:PAR）（リスク因子を完全に除去できた場合に
予防可能な同集団におけるアルツハイマー病の症例数の割合）を
算出した。世界的な見解としては、メタ解析より算出したRRおよ
びPARは、糖尿病でRR 1.39（95% CI 1.17～1.66）、PAR 2.4%

（95% CI 1.1～4.1）、中年期の高血圧でRR 1.61（95% CI 1.16
～2.24）、PAR 5.1%（95% CI 1.4～9.9）、中年期の肥満でRR 
1.60（95% CI 1.34～1.92）、PAR 2.0%（95% CI 1.1～3.0）、
うつ病でRR 1.90（95% CI 1.55～2.33）、PAR 10.6%（95% 
CI 6.8～14.9）、運動不足でRR 1.82（95% CI 1.19～2.78）、
PAR 12.7%（95% CI 3.3～24.0）、 喫 煙 でRR 1.59（95% CI 
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1.15～2.20）、PAR 13.9%（95% CI 3.9～24.7）、低い教育レ
ベルでRR 1.59（95% CI 1.35～1.86）、PAR 19.1%（95% CI 
12.3～25.6）であった。したがって、最も有望な予防戦略は、
運動不足（アルツハイマー病の12.7%を予防）、喫煙（13.9%を
予防）、低い教育レベル（19.1%を予防）を排除することであっ
た。このような結果が得られた一因として、これらの因子は比
較的多くの人に認められ、強力にアルツハイマー病と関連して
いることが挙げられる。仮にすべてのリスク因子を排除した場
合、世界のアルツハイマー病の全症例の最大50.7%を予防でき
ることになる。もちろんこの実現性は低いため、著者らはより現
実的に、リスク因子保有率を10%または25%減少させた場合に
認知症の有病率に及ぶ影響についてモデル化した。我々が推定し
た770万人という年間新規発生数を用いて、リスク低下をアルツ
ハイマー病のサブタイプのみに限定せず認知症全般に適用したと
ころ、本論文で示された数値に基づき、全リスク因子への曝露が
10%低下することで世界の認知症の年間新規発生数が理論的に
250,000人（3.3%）減り、25%低下することで年間680,000
人（8.8%）の新規発生数を予防できると推定された。

考察－認知症の病因および予防
このような算出はすべて、これらのリスク因子がアルツハイマー
病を発症させているとする疫学的調査で観察された関連性を前提
としている。しかし、交絡因子の影響の可能性があるため、この
ような前提が必ずしも該当するとは限らない。例えば、喫煙に関
連するその他の因子が真のリスク因子である可能性もある。疫学
的調査においては、このような交絡因子の影響を調整する試みも
なされるが、このような調整が十分に成功しないこともある。逆
の因果関係についても考慮する必要がある。つまり、アルツハイ
マー病が発症する前の早期の神経病理学的作用には、運動不足や
うつ病発症の傾向が含まれている。したがってリスク因子によっ
て疾病が発症するのではなく、疾病によりリスク因子がもたら
される可能性もある。このような理由のために、政策立案者や
アドバイザー（最近のNIHによる最先端科学技術会議（83）など）
は、疫学的なエビデンス単独に基づく行動を躊躇している。リス
ク因子の排除や軽減による効果を検討する無作為化比較対照試験
によって、エビデンスの質が高まると考えられる。しかし、認知
症の発生機序にリスク因子が影響を及ぼす期間（若年～中年期）
と、認知症発症時期（高齢期）との間には長い潜伏期間が存在す
るため、このような試験を実施することは難しい。

教育レベルを高め、心血管状態を改善することによる潜在的な影
響を確認するうえで最も期待できる方法は、このような傾向が著
明である集団を観察し、年齢特異的な認知症罹患率が経時的に低
下するかどうかを確認することである。糖尿病と高血圧の発見と
治療、肥満度の低下、禁煙、運動不足の解消、教育レベルの向上
は、すでに世界の大部分の国において公衆衛生の優先課題とされ
ている。大部分の高所得国と比較して、LMICでは、心血管系お
よびその他の慢性疾患の蔓延が差し迫っている状況を予防・管理
するための取り組みが不足している（106）。このような政策提示
活動には、タバコ規制政策、タバコ製品の全面的な広告禁止や課
税、食品業界との自主協定を介した減塩、心血管疾患の高リスク
集団に対する併用薬物療法などが含まれる（106）。プライマリケ
アサービスは過剰に拡張されており、従来からの優先課題（母子

健康、感染性疾患など）に加えて、成人慢性疾患の増加による負
担の対処に苦慮している。このような状況で、高血圧、脂質異常
症、糖尿病、メタボリックシンドロームの発見と管理は十分に実
施されていない。また、多くの保健システムでは、成人慢性疾患
の増加の対処について、教育研修・整備・組織化は行われていな
い。認知症は、心疾患、脳卒中、がんとともに、これらの公衆衛
生対策上の戦略をより多く採択し、より有効に実行することに
よって予防できる可能性があるというメッセージを、政策立案者
と一般社会は認識する必要がある。

限界
本レポートは、認知症の罹患率ならびに有病率、若年性認知症

（YOD）の推定有病率、認知症の社会経済的コスト、予防の可能
性に関する世界的エビデンスについて初めて取りまとめたもので
ある。当該業務は、最近になってLMICにおける認知症の有病率
と罹患率に対するエビデンスベースが拡大し、介護に関する情報
が得られたことによる恩恵を受けている。現在では、乏しい調査
結果に基づく専門家の意見に頼る必要性は減り、蓄積されたデー
タによる直接的エビデンスへの依存を高めることが可能になっ
た。このようなデータによって、認知症の有病率は、先進国と比
べて発展途上国で非常に低いという当初の印象は改められた。エ
ビデンスベースの拡大や詳細な推定値が算出されたことに伴い、
なお暫定的ではあるが、保健、福祉、集団的な予防リソースに関
する政策立案、計画、配分に対する現時点で最良の基盤が得られ
た。

しかし、本レビューには制約がある。主な制約は、多くの地域
においてエビデンスベースの調査数が不十分であること、本レ
ビューの対象となった一部の調査の質が悪いこと、地域内におけ
る調査間の推定値が不均一であることであった。これらの問題に
ついて以下に示す。

調査の地理的範囲
カリブ海諸国、中国、ラテンアメリカにおいて認知症に対する集
団ベースの研究が最近拡大したことによって、これらの地域にお
けるエビデンスの範囲が、現在では北アメリカや西ヨーロッパ
と同程度まで拡大している。しかし、我々のレビューでは、研
究エビデンスは依然として不足していることが強調された。中
国やアメリカのような大規模かつ人口の多い国を適切に網羅する
ためには、国全体としての人種的・文化的・経済的・社会的な多
様性を考慮した複数地域における多くの調査が必要となる。最も
優れたアプローチは全国的な代表サンプルの調査であると考えら
れるが、カナダ（19）およびアメリカ（少数サンプル）（107）以外の
事例はほとんどない。わずか１～２ヵ国で実施された調査を、同
じ世界疾病負荷（GBD）調査地域の多数の国へ一般化すること
は、安全でないと思われる。外挿性に対する限界は、入手できる
調査が非常に少数であるか、１調査のみであり、小規模であり、
かなり以前に実施されたものであり、および/または方法論的な
質が低い場合に特に顕著である。サハラ砂漠以南では推定有病率
が低かったが、これは当該大陸で実施された１件の良質な調査の
影響を強く受けている（16）。北アフリカと中東地域にはサハラ砂
漠以南全体とほぼ同数の高齢者集団が存在し、非常に急激な人数
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増加が予測されている。エジプト（22）、トルコ（108）で本レビュー
の対象となったのは各１調査のみであった。中央アジアと東ヨー
ロッパ（ロシアを含む）は調査対象として依然十分に網羅されて
おらず、推定値は非常に一時的なものである。東南アジアは５調
査が対象となっているが、これは当該地域全体の２/５に過ぎず、
2,100万人の高齢者が居住するインドネシアの調査はなかった。

認知症の罹患率に対するエビデンスは、認知症の有病率ほど広範
囲に網羅された値ではない。ヨーロッパは十分に網羅されている
が、北アメリカの調査は比較的少ない。最近完了した10/66認
知症研究グループの調査により、中国およびラテンアメリカの調
査の地理的範囲は改善されたが、東アジアは依然としてわずか４
調査であり、南アジアや東南アジアではまったくエビデンスが得
られていない。アフリカ大陸はわずか１調査である。したがっ
て、本レビューの対象となった調査間の不均等性はごくわずかで
あったにもかかわらず、低・中所得国（LMIC）における真の罹
患率や、一部の発展途上地域では他の高所得地域と比べて罹患率
が非常に低いこと（アルツハイマー病に関する過去の報告に基づ
く（55, 109, 110））の真偽については、いまだ確定されていない。

本レポートで示した疾病コスト解析は、過去の世界的な推定値よ
りも優れた基本情報源に基づき実施されたが、それでも重大な限
界がある。認知症の有病率および認知症関連のリソース利用に関
する調査は、世界的な分布が不均一であり、データがない国も
多い。最近はLMICにおける集団調査が増加しているが、それで
も特にアフリカ、東ヨーロッパ、中東での調査は不足している。
リソース利用に関するデータは、特にLMICにおけるインフォー
マルケアの提供については、過去のデータと比べて拡大した。
10/66認知症研究グループによる中国、インド、ラテンアメリ
カの調査（3, 111）が、これまでヨーロッパや北アメリカの調査に極
めて偏っていた既存のデータベースに追加されたことにより、大
きな意義がもたらされた。施設入居に関する重要な情報提供者を
対象とした国際アルツハイマー病協会（ADI）の世界的な調査の
結果も、過去の調査結果を大きく進展させた。

本レビューの重要な所見は、高所得国における認知症に対する集
団ベースの記述的研究が1990年代にピークとなり、それ以降急
激に減少したことである。有病率は経時的に変わる可能性があ
り、これは疾患の罹患率の変化（例えば心血管系の健康状態の改
善による）や罹病期間の変化（例えば長期介護の改善に伴う認知
症による死亡率の低下による）のいずれかに起因する。将来的な
政策立案と計画には、正確かつ最新の数値が必要であるが、高所
得国の多くでは現在最新の数値を入手することはできない。この
ような調査では、理想的には同じ方法を用いて繰り返し、認知症
の有病率・罹患率やサービス利用の長期的傾向を追跡評価すべき
である。

調査の質
特定された問題はいずれも、有病率や人数の推定値をバイアスの
かかった不正確な値にしている可能性があるため、有病率調査の
質は懸念材料である。認知症の診断には、認知機能しょうがいの
他の原因を除外するため、多領域にわたる認知機能の包括的検
査、情報提供者との面接、しょうがい度に関する構造化評価、臨

床面接が必要であるが、全調査のうち、これらの基準を満たして
いたのは半数未満で、情報提供者の面接は省略されるケースが最
も多かった。不適切な確認方法が認知症の有病率に与える影響は
明確になっていない。２つ以上のフェーズが関与する調査デザイ
ンの誤用も広く認められた。このような調査デザイン、実施、解
析の適切な手法は十分に確立されている（112）。しかし、認知症
の研究者による意識は依然として低い。複数フェーズによる手法
の誤用は、常に真の認知症の有病率を過小評価し、精度を過大評
価する傾向をもたらす。また、複数フェーズの調査は、往々にし
て、スクリーニング検査から確定診断評価までに極めて多くの追
跡不能例が発生することから、その実施は複雑である（17）。この
場合もやはり、バイアスが生じることによって真の有病率の過大
評価または過小評価に至る可能性が高い（113）。

経済的解析に関しては、大部分のリソース利用に関する調査が、
サービスを利用した「便宜的サンプル」を対象としており（代
表的な住民ベースの調査ではない）、介護の必要性が高い集団に
偏っている点に注意する必要がある。したがって、コストが過
大評価されている可能性がある。LMICでのインフォーマルケア
の推定値は、主に中国、インド、ラテンアメリカで実施された
10/66の住民ベース調査に基づいているが（111, 114）、この調査で
は、大部分の調査施設で認知症患者の30～50%が「介護不要」
と区分されていた。一方、大部分の高所得国の推定値は、便宜的
サンプルに基づいている。この結果、高所得国のコストが系統的
に過大評価されている可能性がある。しかし、高所得国で実施さ
れたリソース利用調査の多くは1990年代に実施されたものであ
り、フォーマルな保健・社会ケアサービスの利用は、この時期以
降に増加していると考えられる。

不均等性
本レビューにおけるモデル化アプローチで前提とした基本的な仮
説は、認知症の有病率と罹患率が世界疾病負荷（GBD）調査地
域内で均一であるということ、およびこれらの値は利用できるエ
ビデンスから推定可能であり、特定地域のすべての国に適用でき
るということであった。しかし実際には、一部の過去の提案とは
異なり（115）、有病率と罹患率の統計的に有意な不均等性がほぼ
全地域に認められた。これは、GBD調査の世界的地域を構成す
る国家単位あるいは準国家単位における、言語、文化、発展レベ
ル、人口動態構成の多様性を鑑みれば当然である。方法論的な多
様性は調査方法を標準化することによって軽減できる。認知症の
診断が定義・適用される方法は、最も重要な多様性の原因の１つ
である可能性がある。最も広く適用されている認知症診断基準で
あるDSM-IV基準の使用は、運用可能であるものの、実際には十
分に運用されていない（116）。認知機能しょうがいの構成要素、社
会的・職業的機能しょうがいの構成要素、さらにはこれらの評価
方法に関する国際的なコンセンサスを得ることが望ましい。した
がって、文化的な違いを考慮した特異的な研究診断基準が有用で
あろう。疾病および関連保健問題の国際統計分類（ICD）-11や
DSM-Vの作成が最近になって提案されているが、これによって、
このような要件の一部が満たされる可能性がある（117, 118）。
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将来的な傾向
認知症の数の将来的な増加について報告された予測値は注意して
取り扱うべきである。まず、この予測値は人口動態の予測値に依
存しているが、人口動態の予測値は、特に高齢集団については、
世界の多くの地域で正確でない可能性がある。次に、各地域にお
ける年齢特異的な有病率は時間が経っても不変であるものと想定
されている。しかし、リスク曝露が変化すれば罹患率も増減する
可能性がある。逆に、特定の治療法や社会ケア・医療ケアの改良
によって、死亡率が低下し有病率が増加する可能性もある。わず
かであっても発症を遅らせる治療によって、年齢特異的な有病率
が低下する可能性も大いにある。

信頼性の高い将来の経済的コストの予測値を算出することは非常
に難しい。すべての潜在的な背景因子が不変であると仮定し、認
知症の数の予測に基づく増加のみを考慮した場合、2030年まで
に世界の社会的コストは85%増加することになる。しかし現実
はさらに複雑である。将来のコストはマクロ経済因子（経済成長
のペースなど）や認知症に特異的な因子の影響を受ける。この
ような因子には認知症の有病率の変化、支援要請のパターンや
早期診断の傾向の変化、保健・社会ケアサービスの利用可能性の
変化、介護システム・介護状況の変化、より有効な新規治療の利
用可能性の変化が含まれる。LMICにおける認知症の「治療格差」
の程度はほとんど評価されていないが、このような格差は、リ
ソースが豊富な地域と比べてはるかに大きいと考えられる（119）。
現時点において、認知症のコストは世界の地域間で不均一に分布
している。このことは、LMICでは、１人当たりのコスト・集団
ベースのコストが今後さらに急激に増加する傾向にあり、コスト
の世界的な分布は罹患率の分布に近づいていくという、将来の傾
向を示唆している。このコスト増加は、複数の背景因子によって
加速すると考えられる。まず、LMICでは、より急速に人口の高
齢化が起こるため、認知症の増加もより急速に生じると考えられ
る。次にLMICでは、経済成長に伴い賃金もより急速に上昇する。
さらに、特にフォーマルな医療ケア・社会ケアにおける認知症ケ
アのリソースは、世界で不均一に分布している。意識向上によっ
て介護の要求度も高まる。多くの高所得国では居住型・コミュニ
ティ型の社会ケアシステムが十分に発展しているが、LMICでは
このようなシステムは少なく、家族による従来的なインフォーマ
ルケアへの依存度が高い。多くのLMICでは、経済発展と国際化
に伴う人口・社会・経済の変化によって、伝統的な家族・親族の
構造が崩壊する危機に直面している。したがって、LMICでもコ
ミュニティや居住型の介護の必要性が高まり、それに伴い直接的
コストも増加する可能性がある。

要点
・2010年時点で認知症有病者数は3,560万人、年間の新規発生

数は770万人と推定されている。

・認知症有病者数は20年ごとにほぼ倍増し、この増加の大半は、
急速に発展している中所得国での増加によるものである。現時
点で認知症の人の58%がLMICに居住しており、この比率は上
昇し続け、2050年までに71%になると予測されている。

・65歳未満で認知症が発症することは稀であるが、過小評価さ
れている可能性が高く、若年性認知症は全症例の２～９%を占
める。

・世界における認知症の社会的・経済的コストは6,040億米ドル
で、このうち89%を高所得国が占めている。

・高所得国では、特に超高齢の集団で認知症の人が増加し続ける
と考えられる。この集団に対する長期介護の必要性（介護を担
う家族の支援を含む）に対する備えや資金調達が、今後ますま
す緊急的な政策上の優先課題となることは回避できない。

・LMICにおける罹患率と死亡率のパターンが高所得国でのパ
ターンに近づけば、認知症の有病率も同様に変化すると思われ
る。これは、LMICにおける認知症有病者数と関連コストの増
加率の予測（有病率が一定との仮定に基づく）が保守的になっ
ている可能性を意味する。

・LMICでは居住施設での介護は普及しておらず、コミュニティ
によるサービスが十分に発達していないことから、インフォー
マルケアのコストが大半を占めている。

・介護の質と利用可能性を改善し、解決策を探索するための取り
組みを、一次予防策における緊急的な投資と併せて行うべきで
ある。修正可能なリスク因子を特定するにはさらなる研究が必
要である。

・一次予防では、現在のエビデンスによって示唆されている標
的、すなわち教育へのアクセス改善、および血管疾患のリスク
因子（糖尿病、中年期の高血圧、中年期の肥満、喫煙、運動不
足）への対処に注力するべきである。

・世界の全地域で認知症蔓延の進行状態をモニタリングしなけれ
ばならない。さらに予防プログラムの有効性や、介護の対象範
囲を拡大するために講じる対策の影響を評価する必要がある。
現時点のエビデンスによって強力なベースライン値が得られて
いるが、これは、現在十分に網羅されていない地域からのエビ
デンスが蓄積すれば、さらに改善されるであろう。
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チャプター３

認知症に対する政策および
計画、法律、倫理的問題
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認知症が認知症の人と介護者に及ぼす膨大な負担を考慮すれば、
世界中の政府が直面している課題は計り知れない。過去十年の間
に問題の大きさと行動の必要性に対する認識が高まってきた。一
部の国では、認知症に対する戦略、政策、計画、ガイドラインが
策定されている。共通する要素としては、多部門連携アプローチ
の必要性、認知症の人と家族の要求・期待に合致し、アクセスし
やすく、妥当な金額で利用できる良質の保健・社会ケアおよび
サービスを提供する必要性、倫理的・社会的・法的・財政的な保
護の重要性が挙げられる。低・中所得国（LMIC）では、コスト
のかかる収容型介護に過度に依存している高所得国での失敗を繰
り返さないことが望まれる。

本チャプターでは、認知症に対する一部の国家的な取り組みに関
する概要を示す。さらに、認知症に対する公衆衛生対策上のア
プローチに関するさまざまな側面の解決に向けて、正式な計画

（plan）を策定した国ならびに重要な措置を講じた他の国につい
て簡単に報告する。認知症の政策、計画、戦略の内容や詳細の程
度については各国で異なるが、それぞれに共有可能な情報や教訓
が含まれている。WHOの事務局長Dr. Chanが「保健システム
は状況に極めて特異的なものであり、パフォーマンス改善のモデ
ルとして流用できるベストプラクティスは１つたりとも存在しな
いが、良好に機能している保健システムには、特定の共通する性
質がある」と述べたとおりといえる（120）。この概要では、認知症
に対する国家の政策、計画、戦略を策定する際の重要項目の基本
事項を示す。

また、本チャプターでは社会的・経済的な支援システムや法体制
についてもレビューし、人権向上の必要性、ならびに能力や自立
性が失われた際の虐待や自由損失からの保護の必要性について強
調している。最後に、本チャプターでは、計画、サービス提供、
認知症の人と家族に対する日常的支援など、認知症の対応におけ
るあらゆるレベルでの倫理的な意思決定の必要性を強調してい
る。

認知症の政策、計画、戦略

国家および準国家の認知症に対する政策と計画
国家は、認知症の人と介護者のQOLを改善するために多様なア
プローチを使用する。一部の国では、政策、その他の計画、戦
略、枠組みを開始している。これらの用語をどのように使用する
かについては国によって大きく異なる。本レポートでは、活動の
枠組みが定められている政府の政策文書、計画、戦略に対して

「政策および/または計画」という用語を使用している。しかし、
ある国における特定の公文書を参照する場合は、その文書内で
使用されている用語をそのまま使用した。このような例として、
イングランドには「Living well with dementia: A National 
Dementia Strategy（認知症とともに素晴らしい人生を送る：
認知症国家戦略）」という戦略がある（121）。

政策/計画/戦略の簡単な概要（目的、行動の重要な領域、計画実
行のスケジュールを含む）を表3.1に示す。詳細については原文

書を参照されたい。

また、中国、チェコ共和国、インド、マルタ、北アイルランド、
アメリカなどのいくつかの国では現在、認知症の影響に対する国
家的アプローチが策定されているが、最終化や施行には至ってい
ない（137, 138）。その他のヨーロッパの一部の国では、認知症が優
先課題として特定され、国家的な認知症の政策や計画の策定に向
けて作業が開始されている。このような国には、ベルギー、キプ
ロス、フィンランド、ルクセンブルグ、ポルトガル、スイスがあ
る。1992年にスウェーデンでは、認知症を患っていてもコミュ
ニティのすべての市民と同じ通常の生活を送るべきであるとす
る「ノーマライゼーションプロセス」を提唱する、認知症に関す
る社会的政策が策定され（139）、従来の理念が抜本的に変化した。
2010年には、スウェーデンでさらに認知症の介護に対する具体
的な国家的ガイドラインが規定された（140）。ドイツには認知症の
国家計画はないが、認知症の問題は優先課題と考えられており、
複数の省庁で取り組みが行われている（保健、家族、高齢者、研
究、労働、社会に関係する各当局）（138）。オーストラリア、カナ
ダ、スイス、アメリカなどでは、国が保健・社会ケアに関して地
方分権アプローチを取っているため、州や地域レベルで政策が作
成された国、あるいは作成中の国もある。

市民団体イニシアチブ
国際アルツハイマー病協会（ADI）は世界各国のアルツハイマー
病協会の国際的な連合団体であり、2004年に京都宣言（Kyoto 
Declaration）を発表し（141）、メンタルヘルスに焦点を当て
たWHOの2001年世界保健レポート（World health report 
2001）からの勧告に基づく、認知症の介護に対する最低限の勧
告を発表している（142）。この勧告では、リソースの開発レベルは
各国で異なることを認識しながら、すべての開発レベルにおいて
実行可能かつ実践的な一連の保健システムの目的と行動について
提案している。３種類の獲得レベル、すなわち低・中・高レベル
のリソースを有する国のために、それぞれ10種類の行動に対す
る対応が規定されている（Box 3.1）。

2006年にアルツハイマー・ヨーロッパ（Alzheimer Europe）
は、「ヨーロッパ・アルツハイマー運動（European Alzheimer 
Movement）」という、政策的な優先課題に関する宣言を採択し
た（143）。パリ宣言（Paris Declaration）では、ヨーロッパ各国
の政策立案者に対し、アルツハイマー病やその他の種類の認知症
の政策的優先度を妥当に設定することを求めている。この宣言
は、公衆衛生、研究、保健（医療）ケア、社会的支援、法的・倫
理的な優先課題を網羅している。表3.1に記載されている多くの
国では、アルツハイマー協会が、国家や準国家の政策/計画/戦略
の策定および/または施行における主要なパートナーまたは利害
関係者となっている。
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国 政策／計画／
戦略の名称

ビジョン／ねらい／目的 活動分野 期間 出典

オーストラリア 認知症イニシアチブ：
認知症を国家の保健上
の優先課題へ

（ T h e  D e m e n t i a 
Initiative: Making 
Dementia a National 
Health Priority）

「認知症とともに生きる
人およびその介護者と家
族のより良いQOL」

・コミュニティによる介護パッケージ
・高齢者介護スタッフの研修
・認知症行動管理助言サービス（Dementia Behaviour 

Management Advisory Service）
・認知症の人と家族のための支援と情報
・研究資金提供
・コミュニティ支援のための助成金

2005～2011年
2013年まで資金
提供継続

参考文献
122

カナダ
（オンタリオ州
の準国家計画）

アルツハイマー戦略－
我々の未来に備えて

（Alzheimer Strategy 
– Preparing for our 
future）

「3つの対策の実施を通
して認知症の人と介護者
を支援する」

・スタッフの教育と研修
・医師の研修
・国民の意識、情報、教育の増強
・適切、安全で保証された環境の計画
・介護者のためのレスパイト（休息）サービス
・介護者のニーズに関する研究
・ケアの選択肢に関する事前指示書
・老年精神医学的コンサルタントのリソース
・専門的な診断および支援
・世代を超えた自発的イニシアチブ

1999～2004年 参考文献
123

デンマーク 国家認知症行動計画
（National Dementia 
Action Plan）

－ 本計画には以下に焦点を当てた14の勧告が含まれる
・適時の診断
・診断の質
・多部門連携コミュニケーションの改善
・認知症の人とインフォーマルな介護者のケア
・特に事前ケア計画と将来の介護者の準備についての認

識

2011～2015年 参考文献
124

イングランド 認知症とともに素晴ら
しい人生を送る：認知
症国家戦略

（Living well  with 
dementia:A National 
Dementia Strategy）

「認知症の人と家族介護
者が、認知症の病期また
は所属する保健・社会ケ
アシステムにかかわら
ず、認知症とともに素晴
らしい人生を送ることが
できるようにする」

本戦略には、3つの主題から成る17の勧告が含まれる
・認識と理解の向上
・早期の診断と支援
・認知症とともに素晴らしい人生を送るうえで人々を支

援するサービスを開発する

2009～2014年 参考文献
121

フランス フランス・アルツハイ
マー病計画

（French Alzheimer’s 
Disease Plan）

・認知症の人と介護者の
QOLを改善する

・将来の活動のため、疾
患についての理解を深
める

・認知症との闘いに向け
て社会を動員する

・介護者の支援を増強する
・関係者全員の間の調整を強化する
・認知症の人と家族が自宅での支援を選択できるように

する
・診断およびケアの道筋へのアクセスを改善する
・アルツハイマー病を患う人のQOLをより良くするた

めに居住型介護を改善する
・保健専門家のスキルを確認し、さらに高める
・前例のないレベルで研究に尽力する
・疫学サーベイランスと追跡調査を組織化する
・一般国民の意識向上のための情報を提供する
・倫理的検討および倫理的アプローチを推進する
・アルツハイマー病をヨーロッパの優先課題にする

2008～2012年 参考文献
125

日本 認知症の医療と生活の
質を高める緊急プロ
ジェクト

（Emergency Project 
for Improvement of 
Medical Care and 
Quality of Life for 
People with Dementia）

「認知症罹患後も不安を
伴わず安全に人生を送る
ことができ、医療ケア、
長期介護、コミュニティ
ケアの適切かつ統合化さ
れたサービスによる支援
を受けることが可能な社
会を築く」

・実態調査
・研究開発の促進
・早期診断の推進および適切な医療ケアの提供
・十分な介護と支援の普及
・早期発症型認知症の人への対策

2008年（無期限） 参考文献
126、127

韓国（大韓民国） 認知症との戦い
（War on Dementia）

認知症は国家の保健医療
ケアの優先課題である

2008～2010年：
・早期診断
・予防と治療
・基盤整備
・国民の意識向上
2011～2013年：
・アウトリーチサービスの拡大
・長期介護保険の改正
・認知症サービスネットワーク（Dementia Service 

Network）
・認知症管理法（Managing Dementia Law）

2008～2013年 参考文献
128、129

表3.1　認知症に関する国家および準国家の政策および計画 注意：2012年1月時点で公表されている計画
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国 政策／計画／
戦略の名称

ビジョン／ねらい／目的 活動分野 期間 出典

オランダ 認知症の人の介護
（Caring for people 
with dementia）

「認知症の人と介護者の
QOLを改善し、専門家
に効果的な介護のために
必要なツールを提供す
る」

・クライアント（顧客）のニーズと願望に見合う、一連
の介護サービスの中から選択できるオプションを創設
する

・認知症の人と介護者に対する十分なガイダンスと支援
・認知症介護の指標により質を評価する
・主要なアウトカムは、介護の継続性を保証することで

ある

2008～2011年 参考文献
130

北アイルランド 北アイルランドにおけ
る認知症のサービス改
善

（ I m p r o v i n g 
Dementia Services 
in Northern Ireland）

「認知症の人と介護者の
QOLを改善し、専門家
に効果的な介護のために
必要なツールを提供す
る」

・認知症発症のリスクを低減させる、または遅らせる
・意識を向上させる
・早期の評価および診断を推進する
・認知症の人を支援する
・介護者を支援する
・法制度
・研究

2011～2015年 参考文献
131

ノルウェー 2015年認知症プラン
（Demen t i a  P l an 
2015）

「認知症の人、家族介護
者、介護専門家のケアを
改善する」

・開発対策と研究を通して介護の質を改善する
・介護従事者の知識／スキルを向上させ、増員を図る
・専門家同士の協力体制を改善する
・デイケアプログラムなどの「積極的な介護」を支援する
・家族と専門家のパートナーシップを支援する

2007～2015年 参考文献
132

スコットランド スコットランド国家認
知症戦略

（Scotland’s National 
Dementia Strategy）

「スコットランドで世界ク
ラスの認知症の介護と治
療を提供し、認知症の人
と家族が、認知症ととも
に素晴らしい人生を送る
ために最適な方法で支援
を受けられるようにする」

2つの主要なサービス提供領域に集中する：
・診断後の情報および支援の改善
・入院の代替手段を含む一般病院でのケア

2010～2013年、
年次進捗報告書の
発 行、2013年 ま
でのレビュー計画
策定を確約

参考文献
133

スイス
（ヴォー州の準
国家計画）

アルツハイマー病と関
連疾患

（Maladie d’Alzheimer 
e t  m a l a d i e s 
apparentées）

認知症の人の生活と彼ら
のニーズに対する保健医
療ケアの認識を改善する

・老年医学的評価ならびに医学および保健専門家の編成
／教育

・介護の調整
・家族介護者のためのレスパイト（休息）ケア

2010～2013年 参考文献
134

アメリカ合衆国
（準国家計画）

準国家計画
（アーカンソー州、カリ
フォルニア州、コロラ
ド州、イリノイ州、ア
イオワ州、ケンタッキー
州、ルイジアナ州、メ
リーランド州、ミシガ
ン州、ミネソタ州、ミ
シシッピ州、ミズーリ
州、ニューヨーク州、
ノースダコタ州、オク
ラホマ州、サウスカロ
ライナ州、テネシー州、
テキサス州、バーモン
ト州、バージニア州、
ウエストバージニア州）

－ 疾患の検出と正確な診断へのアクセスといった焦点と同
様に、診断へのアクセス、専門家の研修、家族介護者の
支援といった一般的な主題が、これらの計画の中心とな
る。

－ 参考文献
135

ウェールズ ウェールズ国家認知症
ビジョン

（National Dementia 
Vision for Wales）

本ビジョンは「認知症に
支援的なコミュニティ」
を構築するものである

・サービスの提供を改善する（協力）
・早期診断および適時の介入
・情報、支援、アドボカシーサービス（患者相談サービ

ス）へのアクセスを改善する
・介護従事者の能力を高める

2011年（無期限） 参考文献
136

注意：2012年1月時点で公表されている計画
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認知症の政策および計画の策定：重要項目
表3.1に示すとおり、国家的な認知症の政策・計画の多くに共通
する、策定および施行に関連する重要項目がある。下記に要約し
た重要項目を考慮し、政策・計画において効果的かつ持続可能な
方法にてその必要性に確実に対応する必要があると考えられる。

問題の検証
国際レベルでの世界アルツハイマーレポート（3, ７）とWHOによ
る本レポートにより、各国で高まっている認知症の影響の範囲の
定量化が行われた。一部の国では、認知症の国内有病率と経済的
影響に関する自国のレポートが作成されている。国家の政策や計
画を策定する前に、有病率やコミュニティの理解度など、集団の
ニーズに関する情報が必要とされる。また、現時点の保健、社
会、コミュニティのシステムとサービス（介護者の支援サービス
など）の評価や、格差の特定も実施されるべきである。問題の程
度を検証することは政策および/または計画のビジョンや目的を
規定するうえで有用である。問題の検証には以下の解析が含まれ
る。

a）国内の数値－認知症の人の数を起点としたニーズに関する信
頼性の高い国内推定値よりも優れる値は存在しない。症例定義の
研究や集団ベースの調査が進展したことから、認知症の疫学に関
する確実な情報が得られている。この情報を地方および全国的
な人口動態データとともに用いて、正確な認知症有病者数を国レ
ベルおよび地域レベルで推定できる。政策および財政的なコミッ
トメントを得るうえで、その地域で入手した適切なデータに勝る
ツールはない。

b）国内コスト－政府の主な懸念はコストである。認知症のサー
ビス利用に関する全国の測定値に加え、サービスのコストと認知
症の人の数によって認知症に関するコストを算出できる。家族の
介護者によってなされる労働のコストの計算は難しく、介護を行
うために放棄した就労機会（機会コスト）も問題となる。最良の
データを生み出すための実際的なアプローチが必要である。

c）数値とコストの将来的な予測－すべての国は将来の人口を予
測している。チャプター２で考察したとおり、今後20～30年間
の認知症有病者数も予測可能である。現状において信頼性の高い
推定値が得られていることから、将来的な認知症有病者数とコス
トの増加について予測値を算出できる。この数値によって認知症
に対する戦略計画の必要性が明確になり、この戦略計画を地方レ
ベルではなく全国レベルで検討するべきと主張する際の強力な裏
付けとなる。

d）現状のサービスの状況－認知症の人や家族に対し、高質の診
断・治療・介護サービスが存在する場合、このようなサービスを
維持・拡大する必要がある。しかし、サービスが「目的に適した
もの」でない場合には、変更が必要となる場合もある。現状の
サービス提供について長所と短所を含めた批判的な解析を行うこ
とによって、改訂後のシステムの概要を考察するための情報を得
ることができ、さらに、そのシステムを構築する際の基礎とする
ことができる。このような解析により、認知症の診断と治療のレ
ベルの低さ、および非常に活動的な地域とあまり活動的でない地
域での格差の大きさについて全般的に確認できる。

e）外部検証－信頼性を獲得するためには、公正な外部の検証に
より解析結果と同じ結論に至ることが非常に有用である。例と
して、イギリスでは監査局（National Audit Office）による業
務実施の後に（144）、下院決算委員会（House of Commons’ 
Public Accounts Committee）が調査を行い（145）、国家政
策の性質・内容についての有用な外的妥当性確認が実施される。

すべての利害関係者の関与
関連団体と幅広く協議を行うことが不可欠である。これによっ
て、政策の理解と責任所在を共有することができ、認知症コミュ
ニティのニーズを確実に反映した戦略を策定できる。このプロセ
スは時間と労力を要するが、その潜在的価値として、協議プロセ
スの包含性や網羅性は、プロセスを実行に移したときの妥当性に
つながるということが挙げられる。多くの国では、認知症の高齢
者の介護は保健省庁単独の責務ではなく、社会福祉当局の管轄下
にも属することから、認知症に対する国家の政策や計画には、複
数の省庁間の連携が欠かせない（Box 3.2）。協議には保健医療
提供者、介護者、そして認知症を患う本人が関与しなければなら
ない。協議プロセスには特定のニーズを抱えるグループも関与す
る必要があり、必要に応じて、固有民族・少数民族の集団、移民
の集団、若年性認知症の人が関与するべきである。

行動に関する10項目
・プライマリケアでの治療の提供
・適切な治療を実施可能とする
・コミュニティでの介護の提供
・一般集団への教育
・コミュニティ・家族・一般市民の参加促進
・国家の政策、プログラム、法制度の確立
・人材の開発
・他のセクターとの連携
・コミュニティでの健康モニタリング
・研究に対するさらなる支援

出典：参照文献141

アルツハイマー病に関する
国際京都宣言（2004年）

BOX 3.1
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レバノンの高齢者における福祉関連の問題は、主に社会福
祉省（Ministry of Social Affairs）と公衆衛生省（Ministry 
of Public Health）の２つの省によって管轄されている。
1999年にウィーンで開催された第１回「高齢化に関する世
界会議（International Conference on Ageing）」の勧告
に従い、社会福祉省が議長を務める高齢者問題国家委員会

（National Commission on Ageing）が、同省の諮問機関
として設立された。当委員会には、高齢者に関連した問題を
抱えている大部分の省庁からの政策立案者が委員として参加
している。また、高齢者へサービスを提供する市民団体、有
識者、さらに最近では民間セクターからの代表者が委員とし
て参加している。

社会福祉省と公衆衛生省は、いずれも認知症が衰弱性の慢性
疾患であると認識している。

従来、両省の役割は施設の入居者に部分的な財政支援を行う
ことであり、高齢者の介護の主要な役割を担うのは市民団
体、慈善団体、および宗教法人であると考えられてきた。し
かし最近では、両省がニーズの高まりを認識するようになっ
た。公衆衛生省は一部の薬剤の費用を負担しており、社会福
祉省はレバノン全域に成人用デイケアセンターとその診察室
内に「シニアクラブ」を設立することを推進している。

出典：参照文献146

フランスの「2008～2012年『アルツハイマー病と関連
疾 患 』 の 国 家 計 画（National plan for ‘Alzheimer and 
related diseases’ 2008－2012）」では、アルツハイマー
病と関連疾患を抱える人、ならびにその家族の両者に対する
強力な政治的コミットメントが示された。この計画では、上
記の期間中に16億ユーロが使われることが確約されている。
この計画のねらいは、診断から自宅での介護（必要に応じて
施設での介護も含まれる）に至るまで、各人に個別化された
道筋を構築することである。この戦略は44の評価項目で構
成されており、実行と評価のプロセスはウェブサイトで確認
できる（www.plan-alzheimer.gouv.fr.）。

この戦略では、アルツハイマー病と関連疾患を抱える人、な
らびにその介護者が主要な対象とされており、３つの大きな
優先課題が特定されている。

・診断法や治療法を発見または検証するための研究に、前例
のない規模の労力を費やす。

・認知症を地域的・国家的・国際的なレベルで重要視するこ
とによって、認知症に対する見解を変える。

・以下の方法を介して患者と家族のQOLを改善する。
－フランス全域において適時に付き添いを伴う診断が受け

られるよう推進する。
－患者と家族に対する介護と支援を強化し、一貫性を高め

る。

多くの解決策は、特に行動・心理症状を予防し、自立性の喪
失を遅らせることに焦点を当てている。本戦略では、アルツ
ハイマー病に対する巡回多部門連携チームを2012年末まで
に500チーム策定することをめざしている。このチームはリ
ハビリ、刺激、患者と家族に対する支援について研修を受け
た専門家で構成されている。

フランスでは、この国家計画の結果として、国内における認
知症の研究力がさらに拡大し、新たな物忘れ外来（memory 
clinics）や診断センターが設立され、抗精神病薬の使用が抑
えられた。なお、この計画が終了する2012年以降には、こ
れに代わる別の計画が必要であることが認識されている。

出典：参照文献125

レバノンにおける認知症介護の組織化

フランス：「アルツハイマー病と関連疾患」に対する国家計画

BOX 3.2

BOX 3.3
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優先活動分野の特定
状況分析によって特定された重要分野について優先的に取り組む
べきである。この重要分野には、コミュニティ内の意識向上、罹
病期間を通じた保健・社会ケアサービスの利用、熟練した保健・
社会支援ネットワークの構築、インフォーマルケア提供者に対
する支援、予防と治療に関する研究などが含まれる。認知症の
政策、計画、プログラムを策定する際の包括的な原則は、倫理
的なアプローチを組み入れることである（詳細については後出
の項にて説明する）。例として、フランスの国家計画（French 
National Plan）の中で特定された優先事項に関する情報をBox 
3.3に要約する。

WHOが実施した認知症調査の結果、12の回答国で、認知症を
対象としたプログラムが少なくとも１種類以上あると報告され
た。最も多く実施されているプログラムの分野は「研究」（11ヵ
国、全体の37%）と「意識の向上」（10ヵ国、33%）であった。
例えば、日本と韓国では国民を対象とした認知症に関する偏見と
差別をなくす教育の必要性が認識されている（Box 6.1：日本に
おける国民の意識向上プログラムの要約）。また、「リスク低下プ
ログラム」（８ヵ国、27%）、「コミュニティによる介護サービス」

（８ヵ国、27%）、「居住型介護」（７ヵ国、23%）、「介護従事者
の教育研修」（７ヵ国、23%）も活動の重要分野として特定され
た。回答国のうち４ヵ国（13%）では、その他のプログラムと
して、「救急部門における認知症を伴う救急患者の管理の改善」、

「認知症の行動・心理症状の管理に関する教育」などが報告され
た。

政策および計画の実行
政策や計画の実行は困難な道のりである場合もある。資金配分に
関する決定は地方レベルや独立した保健医療提供者によって下さ
れる。認知症に関するサービスへの資金配分が有益であるという
ことを保健計画策定者に納得させることが、実行段階における焦
点となる。政策や計画の実行には地方・地域・国家レベルでの
リーダーシップが求められる。

社会資源の確約
政策・計画に対する財政的な確約は最も重要である。資金は持続
的に確保可能で信頼性の高いものでなければならない。例えば韓
国では資金戦略の概要が明確に規定されており、20歳以上の全
国民の健康保険料負担を増額することにより、認知症などの加齢
に伴う疾病を患う65歳以上の高齢者を対象としたサービスの資
金が捻出される。しかし保険加入率には限りがあるため、高齢者
集団のうち政府からの補助金を受け取ることができるのはわずか
４%であると推定されているが、同集団のうち認知症の人が占め
る割合は8.3%である（128）。

セクター間の連携
最大限の利益を確保するためにはセクター間の連携が不可欠であ
る。また、政策および計画では、政府機関（保健、教育、社会福
祉、住宅）、学術研究機関、専門家協会、一般の保健医療提供者、
専門医、認知症啓発団体、その他のNGOなどのさまざまなセク
ターのそれぞれの役割と責務を規定するべきである。

期限の設定、モニタリング・評価システムの構築
最終的に、それぞれの活動分野に対する活動計画および期限を設
定する必要がある。また、政策および計画のモニタリングと評価
の構造は、明確に認識・策定されなければならない。

低・中所得国において考慮すべき追加事項
低・中所得国（LMIC）は、認知症に対する効果的な政策および
計画の策定にあたり、克服しなければならない特有の障壁を抱え
ている。

精神・神経しょうがいに対する優先度が低いこと：LMICでは
往々にして精神・神経しょうがいに対する優先度が低い。WHO
のメンタルヘルスアトラス（Mental health atlas）の報告によ
ると、世界の60%の国にはメンタルヘルスを対象とした政策が
あり、71%の国にはメンタルヘルスに関する計画がある（147）。
これらの国の大部分では、認知症の人の介護に対する特別な規
定が定められている。ナイジェリアでは、正式な政策ではない
ものの、人口の高齢化に対する宣言が採択されている。この宣
言では、認知症についての具体的な言及はないが、政府は高齢
者の介護を最重要課題と考えていることが明記されている（148）。
またインドでは、高齢者に対する国家政策（National Policy 
for Older People）、および国家メンタルヘルスプログラム

（National Mental Health Programme）の中で、認知症の人
に対する特別な規定を制定する動きが始まっている（Box 3.4）。

意識や理解度が不足していること：これは重大な問題となること
が多い。認知症に関する意識を向上させ、認知症の知識不足を改
善するためには、より一層の配慮、責務、リソースが必要とされ
る。認知症に対する人々の知識と信念は文化的背景によって大き
く異なり、意識向上キャンペーンを行う場合には、この点に配慮
しなければならない（チャプター６参照）。

インフラとリソースが不足していること：多くのLMICでは保健
分野のインフラに対するリソースが不十分であり、政府および保
健提供者の焦点は主として感染性疾患に当てられている。このた
め有効な診断・管理プロセスを提供するためのリソースが不足し
ている。サービスの策定は、既存のシステムに順応可能なものと
する必要がある。チャプター４では、保健・社会ケアシステムの
強化を介して認知症に対するサービス提供を改善するためのいく
つかの仕組みについて考察している。

また、LMICの多くでは、福祉システムが不足しており、認知症
の人と介護者に大きな経済的負担を課している可能性がある。さ
らに認知症に対する活動に配分される政府のリソースが不足して
いる可能性も高い。戦略を持続可能なものとするためには、実行
と維持に要するコストが低くなければならず、同時に広範囲の集
団に対応できる規模でなければならない。

リスク因子に対する大部分の研究は、高所得国で実施されてい
る。全世界に適用できると考えられるリスク因子もあるが、さま
ざまな社会的・環境的な状況を十分に理解するためには、さらに
LMICで調査を実施する必要がある（詳細はチャプター２参照）。
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認知症の介護と他の優先課題との関連性：LMICでは、認知症の
介護を他の政策や優先課題に統合できる（その結果、認知症の介
護を強化できる）場合がある。このような事例を以下に示す。

・プライマリケアにメンタルヘルスを統合する。

・LMICにおける精神・神経・薬物使用しょうがい（認知症を含
む）のケアを拡大するという目的のもとで、WHOのメンタル
ヘルス・ギャップ・アクションプログラム（Mental Health 
Gap Action Programme、mhGAP）を実施する（Box 4.2）。

・国連の「非感染性疾患の予防と対策に関する国連総会ハイレベ
ル会合の政治宣言（Political Declaration of the High-level 
Meeting of the General Assembly on the Prevention 
and Control of Non-communicable Diseases）」を実施す
る。

・高齢者のための政策・計画を策定し、実施する。

・活動的な高齢化のための提案、特に運動プログラムなどリスク
低下につながる提案、および社会的参加の機会を増やすための
提案を提供する（Box 6.4）。

・2008年のWHOによる「健康の社会的決定要因に関する委
員会報告書（Commission on the Social Determinants of 
Health）」で勧告されているように、日常生活を改善する（150）。

現在、インドは人口動態の移行期にあり、認知症などの加齢に伴
う疾患が増加している。しかし、認知症に対する意識は不足して
おり、認知症の症状に関連した偏見が広く存在する。

インドのアルツハイマー病・関連疾患協会（Alzheimer’s and 
Related Disorders Society of India）による「2010年インド
認知症レポート（Dementia India Report 2010）」が、2010
年９月21日（世界アルツハイマーデー）に公表された。このレ
ポートによると、インド国内の認知症有病者数は370万人にのぼ
り、この数は20年後に倍増すると予測されている。本レポート
は、認知症の人に対する国家政策を策定するために利用可能なエ
ビデンスに基づく情報を提供している。

インド政府は、状況の程度および認知症に配慮したサービス
確立の必要性を認識し始めている。数年後には国立高齢化研
究所（National Institute of Ageing）が設立され、高齢者に
対 す る 国 家 政 策（National Policy for Older People） お よ
び国家メンタルヘルスプログラム（National Mental Health 
Programme）の中で、認知症の人に対する特別な規定が制定さ
れる予定である。

また、法務省（Ministry of Social Justice and Empowerment）
や非政府組織の下で、認知症の介護に関する在宅看護や教育研修
のプログラムのための組織が複数開設されている。

出典：参照文献149

インド：認知症の国家政策に向けて

BOX 3.4
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図3.1

社会的・法的保護、人権、倫理
認知症の人と介護者に対する社会的保護

「人口の高齢化や高齢者の社会的保護の提供よりも重要な問題は
ない。この問題は我々の社会の本質そのものに影響を与えるもの
であり、高齢者だけではなく人口全体が影響を受ける。」（ノーベ
ル賞受賞経済学者Joseph Stiglitz）（151）

社会的保護の役割
サービスのアクセス性を改善し、人々がサービス利用の代償とし
て経済的困難に陥らないことを確保するためには、社会的保護が
不可欠である。社会的保護の戦略は、貧困層や弱者の低減を目的
とした政策およびプログラムから成る。景気が低迷し、疾患がグ
ローバル化し、主に高齢化人口と関連した長期介護の需要が高ま
りつつある昨今の状況下では、このような戦略が特に重要であ
る。

高齢者の社会的保護は脆弱であり、保健、住居、家族の支援、収
入源と収入レベルなどの多数の因子による相互の影響を強く受け
る。特に高所得国では、高齢者に対する経済的支援を介して利用
できる支援もあるが、低・中所得国（LMIC）の多くの人々は高
齢者や退職者を対象とした給付、しょうがい年金、介護者の補償
給付による経済的支援を受けられず、保健医療ケアやその他の不
可欠なサービスの支払いを自己で負担しなければならない。この
ような負担は、貧困層にとってサービス利用の障壁となり、深刻
な経済的困難の原因となる可能性もある。米ドル換算での保健関
連の支出総額のうち自己負担の割合は、高所得国の14%に対し、
低所得国では50%であった（図3.1）（152）。年金保障がラテンア
メリカの中でも最低であるドミニカ共和国における、高齢者の要
介護性（介護の必要性）の概略とその影響をBox 3.5に示す。ア
フリカおよびアジア諸国の多くでも、経済的な障壁と社会的保護
の不足は顕著である。このことは、中国とナイジェリアの事例か
らも明らかである（Box 3.5）。
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ドミニカ共和国の事例
ドミニカ共和国の人口は940万人で、このうち50万人

（5.7%）は65歳以上である。平均余命は男性71歳、女性75
歳である。ドミニカ共和国はラテンアメリカの中でも最も貧
困な国の１つであり、国民１人あたりのGDPは9,200米ド
ルである。同地域の他の国と同様に、ドミニカ共和国では収
入の格差が非常に大きい。国民の約42%が貧困線を下回る
生活水準であり、１/３は極めて深刻な貧困状態にある。

年金保障の対象は経済活動人口のわずか18%であり、ラテ
ンアメリカの中でも最低レベルである。集中的な改革案が提
唱されており、現在は実行過程にある。コミュニティにお
ける保健医療ケアは、「プライマリ受診ユニット（primary 
attention units）」の制度を介して政府から提供される。診
察は無料であるが、薬剤費は支払わなければならない。医療
保険の適応範囲が狭いにもかかわらず、民間の保健医療ケア
サービスが広く利用されている。ドミニカ共和国では、国民
100万人あたりの精神科医の数はわずか20人であり、臨床
心理士の数は20人、神経科医にいたっては２人である。

10/66認知症研究のデータによると、要介護者（介護を必
要とする人）の割合（年齢で標準化）はアメリカと同程度の
高い値が示されているが、要介護の高齢者が年金受給者であ
る可能性は低く、有給の仕事に従事している可能性は極めて
低く、家族から経済的支援を受けている可能性も低い。認知
症は、要介護性に対する独立した強力な寄与因子である。

出典：参照文献153

ナイジェリアの事例
ナイジェリアの人口はアフリカで最大であり、１億4,000万
人を超える。このうち３%が65歳以上で、平均余命は男性
46歳、女性47歳である。世界で最も貧困な国の１つであり、
国民の90%は１日２米ドル未満で生活している。

伝統薬が広く用いられている。年金制度は拠出型であるが、
識字率が低く、失業率が高いことから、年金加入率は低い。
しょうがい者給付金は、有給雇用の就業中に損傷を受けた人
のみが対象となっている。

10/66認知症研究のデータから、以下の点が確認された。
・要介護者の割合は調査対象者全体の24.3%であり、特に

80歳以上の調査対象者に集中した。

・年金受給者はわずか１%であり、有給の仕事をもっている
人は７%未満であった。

・要介護者は、その他の人と比べて、家族から経済的な支援
を受けている可能性が低かった。

出典：参照文献148

中国の事例
中華人民共和国では、保健医療ケアの資金配分、保険適応範
囲、アクセス性は、居住地域によって大きく異なる。自宅か
ら１キロ以内で保健サービスが受けられる住民の割合は、都
市部の82%に対して農村地域ではわずか61%である。中国
都市部では、２種類の被雇用者向け健康保険制度があり、１
つは公務員用、もう１つは公的・民間企業の被雇用者用であ
る。要介護者の保障制度は限定的であり、個人の年間納付額
に基づいて決まる。貧困者、精神しょうがいをもつ人、退職
者に対しては減額制度がある。

中国の農村地域では、政府が医療費をまかなう共同資金に出
資しているが、政府の出資額は従業員の出資額に比例して決
まる。2003年には、農村地域の79%、都市部の45%の国民
が、実効性のある健康保険に加入しておらず、ほぼ50%の
医療費は自己負担によってまかなわれていた。

都市部の35%以上、農村地域の45%以上の国民は、保健医
療ケアのための費用を捻出できない。中国では人口の高齢化
が急速に進んでいることから、高齢者に対する社会的保護

（貧困者・社会的弱者にセーフティーネットと支援を提供す
るフォーマルおよびインフォーマルな仕組みを含む）は脅威
にさらされている。伝統的な社会集団の中では家族やコミュ
ニティによって社会的保護が提供されているが、一人っ子政
策のために今後は支援や介護を行うことができる子どもの数
は減少すると考えられる。

以上のように、公共政策の都市偏重主義は中国で特に顕著で
あり、農村地域に居住する高齢者は特に脆弱である可能性
がある。「高齢化プロジェクトの研究課題（The Research 
Agenda on Ageing Project）」は、人口動態・移住のパ
ターン、社会の変化、家族間の交流、保健行動、保健医療ケ
アの利用・アクセスなどを含め、本集団を対象としたさらな
る研究を実施することを支持している。

出典：参照文献154～156

社会的保護の不備

BOX 3.5
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表3.2

認知症の人と介護者の社会的保護：現状
ここ数年、高所得国では、特に認知症を代表とする慢性疾患を抱
える高齢者に対する保健医療ケア・長期社会ケアのコスト高騰が
予測される中、政府は財政上の難題に直面している。また、介護
者は有給の仕事を減らさざるを得ず、国家による助成がなければ
介護サービスのコストは高額にのぼるため、家族が負担するコス
トも膨大な額となる。低・中所得国（LMIC）では、リソースと
して家族に依存する割合がより高いにもかかわらず、家族への支
援は普遍的・包括的に提供されていない。国内および国外への移
住の増加、出産率の低下、教育レベルの上昇、女性の就業率の増
加に伴い、子ども（主に娘、義理の娘）による介護の機会や意思
が低下しており、これによって従来型の介護が実施されることは
減ってきている（111）。

LMICからの情報の大部分は、10/66認知症研究グループによる
集団ベース調査の実施施設で得られたものである。重要な知見と
して、介護に伴う経済的不利益が確認された。多くの場合、介護
者は、介護を行うために有給の仕事を辞めるか、減らさざるを得
ない。10/66認知症研究の対象となったLMIC諸国の地域では、
公的年金や退職年金を受給している認知症の高齢者はわずかであ
り、しょうがい年金を受給している人は実質的にいなかった。驚
くべきことに、ドミニカ共和国、メキシコの農村地域、ペルーの
農村地域、インドの２ヵ所の地域では、食糧不安（認知症の人
が、食糧を購入する資産が少なく飢餓に陥ること）が高い割合で
起こっていた（157, 158）。10/66認知症研究の対象地域のうち年金
保障が不十分な地域では、家族からの経済的な援助（家族送金）
が重要な収入源であることが確認された。しかし、多くの地域
で、近隣に居住し介護してくれる子どもがいない認知症の人が、
少数派ではあるものの相当数存在した（表3.2）。

高齢者の経済的支援と介護を家族の責務として規定することを
政府が検討しているLMICもある（111）。例えばインド議会は、両
親の支援を行う義務は子どもにあり、これを怠った者は罰金また
は短期間の禁固刑を受けるとした法案を2007年に可決した。こ
の法律は、高齢者が身体的および経済的に家族から軽視されてい
る現状に基づき可決されたものである。また、この法制化によっ
て、貧困層と子どものいない高齢者に対象を限定した居住施設を
国が設立することも決定した。このような法制化による社会的保
護の拡大と強化の有効性は、部分的でしかない可能性が高い。上
述した人口動態的・社会的・経済的な動向を考慮すれば、国家の
役割は必然的に高まってくると考えられる（チャプター２参照）。
この傾向は、家族によるインフォーマルケアを経済的支援によっ
て奨励し支援を行うことで、極めて効果的に管理できる可能性が
ある。

WHOによる認知症の調査から、認知症の高齢者とその家族に対
する経済的支援に関する情報がさらに得られている。認知症の人
に対する社会保障・経済的支援に関して質問したところ、その
回答は、高所得国とLMICの間で大きく異なった。例えばLMICの
22ヵ国中19ヵ国（86%）では、認知症の人に対する年金制度は
なかったが（図3.2）、ロシアでは、医療・社会ケア従事者によ
りしょうがいが認定された場合、毎月約20米ドルに相当する給
付金を受けることができる。また、多くの調査回答者が、認知症
の人にしょうがい年金が支給されるべきであると回答した。

WHOの認知症調査の対象となった高所得国のうち８ヵ国すべて
が、認知症の症状緩和のために使用した薬剤費に対する助成金あ
るいは償還制度が存在すると回答した（ただし、利用可能な薬剤
がすべて対象に含まれているとは限らない）。LMICのうち、薬剤
費の助成金制度がある国は、22ヵ国中わずか６ヵ国（27%）で
あった。メキシコは、民間企業の被雇用者を対象とした薬剤費償
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図3.2

還制度があると回答した。

普遍的な社会的支援に向けて
保険料の直接支払いまたは自己負担での支払いに基づく保健・社
会ケアの資金確保は、特に認知症や他の慢性疾患を抱える高齢者
にとって問題となる。慢性疾患を抱えていると継続的な介護が必
要となり、コストも莫大な額となる。同時に高齢者、特にLMIC
の高齢者は、安定した収入がない傾向にあり、介護のコストと需
要によって生じる経済的な負担は家族にかかっている可能性があ
る。この問題の対処法として、非拠出型の国民皆社会保障年金、
対象者を限定したしょうがい年金、介護者への給付金が、いずれ
も重要な役割を果たすことができる。社会保障年金は、高齢者が
直面しているリスク、すなわち、いつまで長生きすることができ
るのか、いつまで健康でいられるのか、必要になったときに他者
からの支援を頼りにできるのか、といった不安などに対する保険
となる。社会保障年金は、慢性的な貧困の軽減において重大な役
割を担っており（159）、家族の一員が年金受給者となることによっ
て、一家全体が貧困に陥るリスクを減らすことができる（160）。特
に、インフォーマルケアが強化・奨励され、フォーマルケアまた
は有償の介護が手頃な料金で利用できるようになれば、高齢の要
介護者の利益につながる可能性が高い。

支援提供のための別の仕組みとして、前納制度が挙げられる。リ
スクプーリングや前納の制度を構築する場合、３つの大きな問題
に配慮する必要がある。１つ目は、少数集団の保健上のニーズを
保護するための資金プールは長期的な運用が難しいという点であ
る。２つ目は、どの国においても、政府の助成金を受けるべき貧
困集団が一定の割合で存在しているという点である。３つ目は、
この制度は強制加入でなければならないという点である。強制加
入でなければ、富裕層や健康な人が制度から脱退してしまい、貧

困層や疾患を抱える人のニーズに対処するための資金が不足する
と予想される（161）。高齢化に伴う介護ニーズに直面している集団
を支援するための前納制度の例としては、日本の介護保険制度が
挙げられる。このサービスの利用者はさまざまなサービスを受け
ることができ、これらのサービスは保健サービスに限定されない

（Box 3.6）。

認知症の人と介護者の法的保護

認知症の人の人権保護
認知症の人とその介護者は、その他のすべての人と同じ人権を有
している。

国連の「障害者権利条約（Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities、CRPD）」では、適切な法律の制定、基準や
ガイドラインの促進、研究の促進、アクセス可能な情報の提供、
条約で認められた権利についての関連専門家・スタッフへの教育
研修促進によって、すべての障害者があらゆる人権と基本的自由
を完全に実現することを確保・促進するための基本的な義務を国
に課している（163）。

当該条約の第１条において、政府には、「すべての障害者による
あらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保
護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進
すること」が求められている（163, 164）。

認知症の人は、他の人々が有している基本的な権利や自由を否定
されることが多いということが、広く認識されている。多くの国
では、規制によって自由と選択のための人権が支持されている場
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合であっても、高齢者介護施設や救急治療の現場において身体的
拘束や薬剤使用による拘束が広く行われている。拘束を受ける
人の大半は認知しょうがいをもつ人である（165）。このような拘
束は、拘束される人の安全性を確保し、興奮状態や「許容できな
い」行動を管理し、治療の妨害や治療への抵抗を防ぐために必要
であるとして、拘束を行う人によって正当化されることが多い

（165, 166）。このような考え方は、認知症の人の支援と保護に特有
の倫理的問題を反映しており、法律を制定したからといって、必
ずしも権利の保護を確保できるとは限らない。これ以外の基本的
権利の剥奪は、第三者が詐欺をはたらき個人の資産へのアクセス
を手に入れるなど、より意図的なものがある。

認知症の人、認知症の人を支援する人々、コミュニティ全体に権
限を与えるため、権利を認識し、尊重し、保護することが不可欠
である。また、認知症の人と介護者に最高品質のサービスを確実
に提供するためには、適切かつ支援的な法整備も必要である。人
権支持の基盤となるのは、認知症の人の能力を認識することであ
る。認知症によって能力が制限されている場合に、法律によって
正当に期待されることとは、適切な自主性と自己決定が認識・保
護される構造を確立することである。

法的規制の存在
メンタルヘルスの症状のために能力が制限されている人を対象と
した法規制をもつ国は多数存在する。これらの規制には、治療へ
の同意または同意撤回、代理または支援による意思決定、事前指
示書の実行手順に関連したプロセスが含まれる。

2005年にアルツハイマー・ヨーロッパ（Alzheimer Europe）
は、20ヵ国を超えるヨーロッパの国を対象とした同意、能力、
能力の喪失に関する法律に関する調査結果を示した（167）。回答国
の法律制度では、治療に同意する、または同意を撤回する能力の
ある個人の権利が認識されており、これらはすべて意思決定能力
の前提（presumption of capacity）（意思決定の能力は、その
能力がないことが立証されない限り、あるものとみなす）に基づ
いていた。大部分の国では、主に親族や裁判所指定の後見人を介
した代理による意思決定の形態が明確に規定されている。一部の
国では、法律によってこれらのシステムに一定の柔軟性が認めら
れており、経時的に能力が変動・低下する可能性が認識されてい
る。また、裁判所の決定に従うのではなく、将来的に自身の能力
が損失した場合を考えて自ら意思決定者を任命することを認めた
法律が可決された国も、少数ではあるが存在する。

代理による意思決定において重要な要素は、人の権利が第三者や
代理意思決定者による搾取や虐待から確実に保護されているとい
うことである。例えば、個人の金融資産が悪用されないよう保護
するためのプロセスが必要である。

WHOの認知症調査を介して収集されたデータから、低・中所得
国（LMIC）では、認知症の高齢者の権利の保護に関連した法制
度が少ないことが示されている。WHOの認知症調査のデータか
ら（表3.3）、高所得国とLMICのそれぞれで、能力、意思決定、
社会的または経済的な軽視や虐待からの保護に関する特定の法律
および/または規則が存在すると回答した国の割合が確認できる。

能力および支援による意思決定
これは、保健医療ケアや個人の福祉についての自己決定を下す能
力のある成人には、その権利があるという原則に関する問題であ
る。障害者権利条約（Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities:CRPD）では、障害がある人は意思決定に際し
て支援を必要とする可能性があることが認識されている。CRPD
の12.3条で「締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たっ
て必要とする支援を利用することができるようにするための適切
な措置をとる」と規定されているとおり、このような構造には支
援による意思決定プロセスが適切に含まれているべきである。し
かし、認知症という状況のもとでは、能力に関する疑問が常に単
純であるとは限らない。認知症の人は、どのような場合に十分に
情報を得たうえでの決定を行うことができるのか。症状が徐々に
進行するという認知症の性質のため、理解し、情報を得たうえで
決定する能力は次第に失われていく可能性が高いが、認知症であ
るからといって、人生のあらゆる面で決定ができないと決めつけ
ることを正当化してはならない。

CRPDの第12条では、精神的な障害を抱える人には意思決定の
能力がないという仮定から脱却し、「意思決定能力の前提」（自己
決定の能力は、あらゆる意思決定の側面においてその能力がない
ことが立証されない限り、あるものとみなす）へ移行することが
支持されている。CRPDは法的能力に対して機能的なアプローチ
をとっている。このアプローチに基づくと、機能的な能力、行
動、能力（すなわち、個人が理解・識別・信頼しているもの）
が、その人の意思決定能力に直接的に関連している。これは「状
況によるアプローチ」（すべての認知症の人に能力不足が該当す
ると仮定する）や、「成果に基づいたアプローチ」（１つの分野で
の失敗によって全能力が不足していると考える）とは対照的であ
る（164）。CRPDは、精神的な障害を抱える人についてより普遍的
に述べられているが、認知症の人の能力や意思決定に適用できる
部分もある。

ボーダーライン上の能力に起因する問題を回避するため、また
は少なくとも軽減するためには、意思決定支援（supported 
decision making）（例えば、信託を受けた家族や正式な擁護者
による意思を決定するための支援）を重要視しなければいけな
い。このような形の意思決定支援によって、認知症の人が完全な
意思決定能力をもっている時期と、正式な代理による意思決定が
定期的に必要となる時期の格差をなくすことができる（168）。支援
による意思決定の割合が100%近くになっても、本人の過去の選
好が考慮されるべきである（164）。本人があらゆる段階において可
能な限り関与することができる意思決定支援モデルを構築するこ
とによって、最終的に本人の能力が大きく損なわれたときに、長
期にわたり意思決定を支援してきた人が、本人の選好や希望を十
分に理解し、本人が望むと思われる決定を下すうえで、最適な立
場にあることを確保できる。

CRPDの第12.4条には、「締約国は、法的能力の行使に関連する
すべての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な
保護を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保護は、
法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好
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世界で最も人口の高齢化が進んでいる日本では、公的な介護
保険制度が2000年４月に施行された。この介護保険のねら
いは、長期介護の必要性に直面している人を支援すること、
社会保険アプローチ導入により受益と負担の関係を明確にす
ること、サービス利用者がさまざまな施設の包括的なサービ
スを自身の選択に基づき利用できるようにすること、長期介
護を健康保険の対象から分離することである。

保険者は主に市町村である。この保険の財源は、公的基
金（国および県が37.5%、市町村が12.5%）および保険料

（50%）である。40歳以上の国民は年齢、収入、居住地に基
づき毎月介護保険料を納める。平均的な保険料は毎月4,160
円（約54米ドル）である。長期介護保険の対象となるサー
ビスが必要となった人は、市町村の介護認定審査会による認
定を受け、１～７段階の介護度に分類される。認定基準は
全国的に一律かつ客観的に決定される。介護保険によって

サービス料金の90%がまかなわれるため、利用者は残りの
金額を自己負担で支払うことになる。介護保険は居宅サービ
ス（デイケア、訪問介護、短期入所）と施設サービス（特別
養護老人ホーム）の両方のサービスが対象となっており、グ
ループホームや小規模多機能型居宅介護サービス（家庭内の
環境を維持しながら利用者に支援を提供するためのサービ
ス）などの「地域密着型の長期介護サービス」も対象に含ま
れる。介護支援専門員は、サービスの計画・組織化の補助、
ならびに介護プロセスの監督・評価を行う。

2000年以降、特に訪問支援を含め、保険対象となる長期介
護サービスの利用者は２倍に増加した。介護保険制度は現
在、40歳以上の認知症の人を含め、長期的な介護を必要と
する人々の支援に不可欠なものとなっている。

出典：参照文献162

日本における介護保険制度

BOX 3.6

法律および／または規制の制度： 高所得国
N=8

LMIC
N=22

認知症の人の経済的および法的な意思決定能力を評価するもの 7 （87.5%） 8 （36.3%）
認知症の人が意思決定の支援を必要とする場合の意思決定支援を可能にするもの 6 （75.0%） 3 （13.6%）
後見人および代理人による意思決定プロセスの誤用から守るための保護措置を含むもの 6 （75.0%） 8 （36.3%）
保健医療ケアに関する事前指示書の実施を可能にするもの（認知症終末期の延命治療および生命維持装置に関連
する決定など）

6 （75.0%） 3 （13.6%）

認知症に基づく差別と戦う人の権利を保護するもの（雇用、収容施設への入居、保険など） 5 （62.5%） 4 （18.1%）
認知症の人を、（家族やサービス提供者または他者による）身体的、言語的、経済的、感情的な軽視または虐待
から保護するもの

7 （87.5%） 6 （27.2%）

表3.3　WHO認知症調査：関連法律の存在に関する報告
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を尊重すること、利益相反を生じさせず、および不当な影響を及
ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可
能な限り短い期間に適用すること並びに権限のある、独立の、か
つ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象とするこ
とを確保するものとする。当該保護は、当該措置が障害者の権利
及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。」という、有
効な保護措置の概略が示されている（163）。カナダ、スウェーデン
など一部の国には意思決定支援モデルが存在しており、精神的な
障害を抱える人を対象として実行されている（169, 170）。
また、早期診断を受けることによって、自身の保健医療計画に関
する事前指示書を用意するなど、将来の資産・医療・生活様式に
かかわる意思決定を自身で下せる可能性が高まることから、法的
な有益性につながる。事前の保健医療計画とは、自分が能力を
失ってしまった時に自身の希望が代理によって実現されることを
目的として、生活様式や医療上の決定の選好性について、能力が
ある間にあらかじめ書面化しておくプロセスである（事前の保健
医療指示書）。事前計画には、医学的治療や他の介護内容への同
意または拒否に関した希望を含めることができる。

倫理的問題への対処
認知症の介護に関連した倫理的問題を考慮する場合には、治療拒
否および終末期の意思決定などの「大きな」問題に焦点が当てら
れることが多い。これらの問題も重要であるが、他にも、日常の
介護にかかわる人に発生するが軽視されがちな難しい倫理的な問
題が数多く存在する（171～174）。また、介護に関する文化的背景の
違いも倫理的な問題として注目すべき問題である。

広範囲の社会的アプローチが必要となる倫理的問題の概要は以下
のとおりである（168）。

・偏見との戦い：認知症に対する国民の意識と理解を改善するた
めの戦略を実施し、介護者の仕事に対する適切な評価を確保す
る必要がある。また、認知症という疾患と認知症の人が社会に
受け入れられ、社会の一部として明確に認識されることを確保
する必要がある。

・リソース：社会には、自身のリソースが不十分な人を含むすべ
ての認知症の人が良質な介護を受けることを確保する義務があ
る。すべての社会は、市民が必要な時にこのような介護サービ
スを利用できる仕組みを備えていなければならない。

・認知症の人の日常社会への参加：認知症の人はコミュニティ内
で生活する権利をもっており、社会の中で充足した意味のある
生活を送ることができるよう、保健サービス、社会サービス、
その他の支援サービスを受ける権利をもっている。社会は、認
知症の人が活動に参加でき、平等に施設を利用でき、共同生活
に参加できるものでなければならない。

・研究：認知症の罹患率を低下させ、認知症の人の生活を改善さ
せるためには研究が不可欠である。資金が確保されていること
だけではなく、認知症の人が研究に適切な形で参加できるよ
う、同意取得手順などの仕組みを整備しておくことが重要であ
る。

倫理的な問題は、多くの場合、診断時から始まり、認知症の人の
生涯を通して発生する（168, 171, 172）。現時点では、保健専門家の診
断告知に対する考え方には大きな差がみられる。これらの考え方
には、その人には情報を理解し記憶する能力があるとする想定、
心理的影響に対する懸念、治療無用論などが含まれる（175）。

診断の告知における倫理的プロセスの例を以下に示す。

・本人の理解度、経歴、信念、心理的状況、知りたいという願望
を考慮する。

・家族構成および介護への関与度を考慮する。

・診断上の不確定要素に対処する。

・治療や支援の選択肢について議論する機会、ならびに資金面の
計画・法的な計画・事前の保健医療計画などの将来の計画につ
いて議論する機会を与える。

・必要に応じて心理的支援などのフォローアップの機会を与え
る（176）。

多数の倫理的問題が生じる可能性があり、日常的な介護で起こる
ものもあれば、認知症の進行過程の重大な時期に起こるものもあ
る。このような問題の例の一部を以下に示す。

・家族への情報伝達に関して、本人の個人情報保護とのバランス
をとる（診断に関する情報など）。

・意思決定支援の役割など、本人の過去の見解と価値観を、現在
の見解や価値観と比較し、バランスをとる（合法的な支援に関
する項で論じたとおり）。

・安全性と自由のバランスをとる。

・補助的技術を使用する（多くの場合、安全性とプライバシーと
のバランスにかかわる）。

・事前指示書がない場合における、延命治療や緩和ケアの保留や
中止などの終末期の意思決定
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認知症の介護への倫理原則の適用
倫理原則は特定の状況と個人への適用の中で判断することが必要
であり、意思決定のためには複数の原則を統合したり、複数の原
則の間でバランスをとったりする必要がある。また、これらの原
則は、状況に合致したものでなければならない（177, 178）。

高い倫理的水準での介護提供を可能とするためには、ガイドライ
ンが重要な役割を果たすが、これらのガイドラインは、特別な状
況においては柔軟かつ慎重に解釈する必要がある。倫理的問題を
理解することは極めて重要であることから、認知症の人に従事す
る保健専門家は、良質な認知症介護にかかわる他の側面について
の研修が必要であるのと同様に、倫理面に関する教育研修も受け
る必要がある。このような研修の例を以下に示す。

・倫理的問題を認識する（意思決定や介護計画に倫理的側面があ
ることを認識する）。

・原則と見解（関連する主要な倫理原則を理解し、認知症の介護
にかかわる可能性のある人々のさまざまな見解を認識する）。

・ガイドラインと法律の知識（関連するガイドライン・法律の知
識を持ったうえで倫理的な決定を下す）。

・特定の状況に原則、ガイドライン、法律を適用する。

・認知症の人、家族、専門家以外のケアワーカーを支援する（提
供される介護の倫理面での支援方法を把握する）。

以上を考慮したうえで実施可能な措置を以下に示す。

・国連の「障害権利条約」などの国際的な人権基準に基づき、倫
理的に適切な認知症介護の基準を作成する。

・上記の基準を達成するために、明確な戦略および仕組みを構築
する。

・虐待予防、意思決定プロセス、終末期介護、人々の権利に対処
するための法的な枠組みやガイドラインを作成する。

・家族介護者を含め、認知症の人の支援に関与する臨床専門家に
対して人権に関する教育研修を実施する（このような教育研修
では、認知症の介護の中で発生する倫理的問題を取り扱う必要
があり、専門家ではない介護者がこれらの倫理的問題に対処す
る際の支援方法も含まれる）。

要約
・増え続ける認知症有病者数に対応するため世界の政府が抱えて

いる難題は非常に大きい。これに対応するためには、公衆衛生
上のアプローチによって、認知症の人と家族介護者の介護と経
験を改善する必要がある。認知症に関する独立した政策・計画
を介して、または認知症に関する計画・政策を、保健・メンタ
ルヘルス・高齢者の政策に統合させることによって、国家的な
アプローチを明確にするべきである。

・政策や計画を策定した国では、以下の共通因子が確認された。
－幅広く取り組む必要がある問題として、意識向上、適時の診

断、高質の継続的な介護・サービスの確約、介護者への支
援、介護従事者の教育研修、予防、研究が挙げられる。

－計画およびプログラムを成功させるためには、持続可能な資
金を確保することが非常に重要である。

・認知症の人と介護者の人権保護のためには、適切な経済的・社
会的支援が不可欠であり、これらの支援は政策や計画に組み込
まれるべきである。

・基本的人権を認識する倫理原則（社会的・文化的背景や地理的
な条件に関係なく、社会に属するすべての人に対する包括性お
よびリソースや介護サービスへの公平なアクセス）が政策、計
画、法律、実践ガイドラインの基盤になるべきである。

・倫理的な意思決定に関連した教育および支援は、政策立案者、
専門家、家族を含め、認知症の介護を提供するすべての関係者
の人材育成に不可欠である。
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チャプター４

認知症の保健・社会ケアシステムと
介護従事者
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認知症の人口動態、経済、負担に関する解析結果から、早期診
断、コミュニティ内での支援提供、ニーズに対応できる保健・社
会ケアセクターに重点を置いた認知症の人のためのサービスの策
定および改善の必要性が政府に課されている。チャプター３に示
したとおり、少数の国では認知症の政策、計画、戦略が策定さ
れ、認知症が優先課題として認識されているが、必ずしも実行に
移されていない場合もあり、世界的に、認知症の発見と管理に対
する障壁が存在していると考えられる。

保健・社会ケアシステムは、認知症の人が必要とする他者からの
援助に対する大きなニーズ、および介護者に対する重大な影響の
両者を対象とする必要がある。本チャプターでは、保健・社会支
援システムの役割と、認知症の人の臨床管理および長期介護を提
供するこれらのシステムについてレビューしている。認知症介護
のガイドラインの策定など、介護従事者における受容性と能力を
強化するための戦略を示す。

保健・社会ケアシステム
認知症の人のためのケアの道筋
認知症は複合的なニーズを伴い、特に進行期には高度の要介護性
と病的状態を伴う。これらの介護のニーズには、発見、診断、症
状の管理、ならびに長期的な支援が含まれ、多くの場合、介護従
事者の技術・能力とサービスが課題となる。また、認知症の介護
の大部分は、フォーマルな保健医療ケア以外の場面、主として家
族によって提供されている。認知症の人と介護者のQOLを改善
するためには、保健・社会ケアサービスによって提供される介護
が、調整・統合化されたものであり、疾患の経過とともに生じる
変化に対応できるものであることが不可欠である。これらの変化
に対応可能で、定期的な再評価も含まれたケアの道筋が、認知症
の人の介護を改善するうえで重要である。

認知症の診断・治療の格差の理解
認知症は世界的に過小診断されており、診断時期は疾患プロセス
の比較的後期であることが多い。高所得国においても、通常診療
で発見されプライマリケアの診療記録に記載される認知症は全体
のわずか１/５～１/２である（179）。低・中所得国（LMIC）でこ
のような割合を調べた調査はインドの１調査のみであり、この調
査では、認知症の人の90%が診断・治療・介護を受けていない
ことが確認された（180）。需要側と供給側の因子が相互に作用して
おり、受療行動、保健・社会サービスの利用可能性、診断および
治療の格差を理解するための態勢の関係を理解することが特に重
要である。

イ ン グ ラ ン ド の 認 知 症 国 家 戦 略（National Dementia 
Strategy）で実施された協議において、認知症の発見率の低さ
に寄与している３つの因子（開かれた議論を妨げる認知症に対す
る偏見、記憶しょうがいは自然な老化現象の産物であるという誤
解、講じる手段は何もないという誤解）の組合せが強調された。
これらの因子は、支援要請や支援提供の活動を妨げている（121）。
したがって、意識の向上と支援の要請が、認知症の治療格差をな
くすための戦略の中心となる。これについてはチャプター６で詳
細に説明する。

認知症の診断のためには、プライマリケアと専門医療の間で効果
的な調整が行われなければならない。しかし、世界の保健システ
ムの多くは、適切な技能を有する人材の不足によって十分に機能
していない。各国における100,000人あたりの精神科医の人数
を図4.1に示す（147）。また、世界銀行の収入層別にみた100,000
人あたりの各種保健専門家の人数を表4.1に示す（147）。これらの
結果から、LMICにおける保健セクターでは人材が不足している
ことは明らかである。
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図4.1

認知症の介護における保健医療ケア提供者のそれぞれの役割につ
いて、WHOの認知症調査で収集したデータに基づき評価した。
その結果、神経科医や精神科医は、最も高い頻度で認知症の診断
と管理の役割を担っていた。一方、プライマリケア医、老年病専
門医、診療看護師が診断に関与する可能性は低かった。調査回答
者に対して、診断を受ける可能性が高い人の割合について質問
したところ、大半の低・中所得国（LMIC）（22ヵ国中16ヵ国、
45.4%）では、上述の臨床医のいずれかによって診断を受ける
人の割合は25%未満であると報告された。調査回答者によると、
すべての高所得国、およびLMICの22ヵ国中16ヵ国（72.7%）
に、診断・評価・管理を目的とした物忘れ外来や老年病クリニッ
クが存在した。一方、低所得国の13ヵ国の大部分では、これら
の施設は地理的に限定的であり、多くの場合は首都もしくはその
他の大都市のみに設立されていた。

保健医療ケアの道筋の構築
認知症のケアの道筋には、適時かつ有効な方法で正確な診断を行
うことのできる熟練した人材がおり、必要時かつ必要に応じて適
度・十分に介護を提供できる保健システムが組み込まれているべ
きである。これまでプライマリケアの重要な役割は軽視されてき
た。提供者の役割の範囲と性質は、保健システムのリソースのレ
ベルに依存している。

2009年世界アルツハイマーレポートでは、認知症に対する
サービスを計画するための枠組みが示されている（３）。認知症
の進行性の性質を反映したさまざまなサービスが提案されて
おり、地域密着型の社会ケア・支援サービスと連携して計画
するための枠組みが提案されている（図4.2）。オーストラリ
ア、フランス、イギリスでは、この方針に従って取り組みが開
始されている。Box 4.1で、フランスのアルツハイマー・プラ
ン（French Alzheimer Plan）で採用されている「アルツハ
イマー病患者の自立と社会的統合を支援する施設（Maisons 
pour l’Autonomie et Intégration des malades Alzheimer、
MAIA）」について説明する。これは、人を中心としたアプロー
チのための戦略であり、これによって複数のサービスをより適切
に調整することが容易になる。
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表4.1

プライマリケアの役割
認知症と思われる症例を最初に確認することがプライマリケアの
重要な機能であることが広く認識されている。フランスのアルツ
ハイマー・プラン（125）に明記されているとおり、またイギリス
の政策（121）でも示唆されているとおり、正式な診断はスペシャ
リスト（訳注：精神科医、神経科医等）が行うべきであると考え
られていることが多く、認知症の治療薬処方の適格性や開始の判
断は、当該分野のスペシャリストのみが行うべきである。プライ
マリケアには重要な役割があるため、プライマリケアとスペシャ
リストによるサービスの間で効果的な調整が行われない場合に
は、十分なリソースを有する高所得国においても治療格差を減ら
すことは難しい。

LMICでは、スペシャリストの人数が不足しているため、プライ
マリケア医ならびにスペシャリスト以外の人が認知症の診断と管
理において果たす役割ははるかに大きい（図4.1）。また、早期
認知症の高齢者を発見するためには、コミュニティ内での訪問
支援や定期的な訪問が重要である。WHOは、特にLMICにおけ
る認知症をメンタルヘルス・ギャップ・アクションプログラム

（mhGAP）で取り組むべき優先事項の１つと特定している（181）。
このプログラムの中で、スペシャリスト以外の人による認知症の
管理のためのエビデンスに基づくガイドラインが作成されてお
り、治療の規模を展開し、治療格差を減らすという概念が盛り込
まれている（９）（Box 4.2）。

MAIAは フ ラ ン ス の ア ル ツ ハ イ マ ー・ プ ラ ン（French 
Alzheimer Plan）の重要な要素であり、認知症の人に対し
てより良い受容性、順応性、介護をもたらすことを目的とし
ている。MAIAのモデルでは、どこに連絡すればよいのかが
分からず、細分化され十分に連携がはかられていない複雑な
組織との交渉を行わなければならない家族に対する不明確性
を軽減することをめざしている。

MAIAは、病院、一般開業医、デイケアセンター、アルツハ
イマー病センター、自治体サービス、社会サービス、ホーム
ヘルパー、ボランティア、認知症協会などを含め、各地域で
介護、補助、支援の分野におけるパートナーのネットワーク
を介した統合化のプロセスを構築することによって、この問
題を解決している。利用者がどの組織を介して最初にシステ
ムを訪れたかにかかわらず、１ヵ所ですべての業務が完結す

ることをめざしている。また、その対応もできるだけ包括的
なものでなければならない。MAIAシステムは既存のシステ
ムにとって代わるものではなく、部門間の連携が改善された
構造を提供するものである。MAIAでは、たまたま利用でき
るリソースが提供されるのではなく、利用者によって表明さ
れたニーズに対応するサービスが提供される。

15件の調査によって、MAIAが下位の構造で機能することが
確認された。これらの調査では、統合化の第一段階を達成し、
ケースマネジャー（複雑なケースの場合）を有効に活動させ
るためには、地域レベルでの調整が不可欠であることが示さ
れた。モデルの展開が開始されており、2014年までに500
のMAIAによってフランス全体が網羅される予定である。

出典：参照文献125

フランスにおける「アルツハイマー病患者の自立と社会的統合を支援する施設
（Maisons pour l’Autonomie et Intégration des malades Alzheimer、MAIA）」

BOX 4.1
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長期介護サービス
保健システムに基づく診断前の段階および診断段階を超えて、認
知症の人と介護者のQOLを改善するためには、診断後の継続的
な保健・社会ケアサービスを有効に調整することが重要である。
広範囲にわたる診断後の支援サービス、コミュニティによるサー
ビス、継続的な介護サービス、終末期緩和ケアも同様に不可欠で
ある（図4.2）。

「長期介護」という用語は、自分のケアを行うことができない慢
性疾患やしょうがいを抱える人々による医療上のニーズおよび医
療以外のニーズを満たすためのサービスの範囲を示すために用い
られることが多い。長期介護の例を以下に示す。

・診断後サービス：将来的な計画を立てること。支援、助言、情
報を必要に応じて提供すること。自立性の維持を援助するこ
と。

・コミュニティサービス：認知症の人が希望する限り、また居宅
介護が無理な状況になるまで、自宅で過ごせるよう援助するこ
と。ショートブレークやレスパイト（休息）ケアを設け、介護
者を援助すること。サービス利用者が社会に参加する機会を提
供すること。

・継続的介護：居宅介護が無理になった人に介護を提供すること
（グループホームや居住型介護など、支援または施設による異
なる様式の住居形態）。末期の認知症の人に対応すること。

それぞれの目的は相互に関連しており、途切れのない対応とパー
トナーシップのアプローチを行うためには、サービス全体の連携
が必要である。長期介護はフォーマルなものと無償/インフォー
マルなものがある。無償ケアは家族や友人によって提供される介
護である。フォーマルケアは有給介護者によって提供される介護
で、介護施設や居住施設で提供される看護ケアや日常的なケアが
含まれる。

認知症の人の大半はコミュニティ内の自宅に居住しており、さら
に大部分の人はできるだけ長い間自宅に住み続けたいと考えてい
る。この思いは一般の人々、高齢者全般、特に認知症の人で一貫
している。また、高所得国で実施された経済的研究から、認知症
のコストを上げている最も大きな要因は施設型介護であることが
示されている（３）。

大部分の高所得国は、深刻な精神疾患のみならず高齢者の介護
（健康問題を伴う人）に対しても、20世紀前半の施設型介護と
いう伝統から脱却している最中であり、あるいは脱却しようと
している。これらの国は現在、地域密着型の介護システムを優
先している。オーストラリアでは、2011年の認知症有病者数は
266,574人と推定されており、この数は2030年に553,285人、
2050年に942,624人に増加することが予測されている（182）。
オーストラリアの連邦政府および州政府は、これに対応するため
コミュニティでの介護サービスと介護パッケージの拡大、居住型
介護の質改善、認知症の行動・心理症状に対処するためのイニシ
アチブを含む包括的な計画およびシステムを策定した（183）。ま
た、日本やスウェーデンなどの国では、居宅介護と施設介護の
中間に位置付けられる介護として、小規模グループホームが導
入されている。小規模グループホームの定員は６～10人であり、

診断前 診断 診断後の支援 調整と介護の
管理

コミュニティー
サービス

継続的介護 終末期緩和ケア

疾患、症状、およ
び認知症かもしれ
ないと心配してい
る人が支援を受け
るためにどこに行
けばよいか、に関
する国民の意識向
上

診断を受ける 認知症の人と家族
介護者が、疾患を
受け入れ、将来の
計画を立て、現在
の状況を最大限に
活用する（すなわ
ち、まだできるこ
とは続け、低下し
ていく能力には意
識を集中しない）
こ と が で き る よ
う、情報と支援を
提供する

認知症の人のニー
ズを評価（および
定期的に再評価）
し、認知症の人と
介護者と共同で介
護を調整する

こ の 段 階 で は、
徐々に短い間隔で
介護が必要とされ
るようになる。ま
た、行動・心理症
状がより多くみら
れるようになり、
身辺自立能力が低
下してくる。認知
症の人の自宅また
はコミュニティ内
の施設で介護が提
供される

継続的な介護が必
要とされ、予測不
可能な症状または
行動・心理症状に
よる要求度が一層
高まる。この段階
は、理由によらず
認知症の人が病院
でのケアを必要と
する時期でもある

これは、認知症の
人が人生の最後を
迎えつつある時期
における継続的介
護の特別な形態で
ある

「調整と介護の管理」は、診断から緩和ケアまでの認知症の一連の経過を通して適用されるべきである

図4.2　認知症サービス計画のための7段階モデル（3）



認知症：公衆衛生対策上の優先課題
﹀ チャプター４　﹀ 認知症の保健・社会ケアシステムと介護従事者

65

2008年にWHOは、低・中所得国（LMIC）における精神・
神経・薬物使用（MNS）のしょうがいに対するケアの拡大
を目的としたメンタルヘルス・ギャップ・アクションプログ
ラム（mhGAP）を策定した。mhGAPの戦略では、認知症
を含む優先度の高いMNSしょうがいに対する保健セクター
内外での管理に関する、統合化されたアプローチが支持され
ている。mhGAPの目標は、以下に示す項目を実施すること
によって、緊急的に必要とされている事項と現在利用可能な
事項との格差（GAP）を解消し、世界におけるMNSによる
疾病負荷を軽減することである。

・利害関係者のコミットメントを強化し、資金と人材の配分
を増やす。

・特にLMICにおいて、重要な介入が広い範囲で行われるよ
うにする。

スペシャリスト不在の保健医療環境でのMNSしょうがいに
対するmhGAP介入ガイドは、WHOが作成した技術ツール
であり、mhGAPの実行を補助することを目的としている。
この介入ガイドは、エビデンスの系統的レビューを介して
国際的な協議・参加のプロセスを経て作成された。本ガイド
は、臨床上の意思決定プロトコールを用いて、優先度の高い
疾患に対する統合化された管理方法を提示している。

この介入ガイドは、国家および地域のニーズに適合させたう
えで、スペシャリストがいない保健医療環境下で勤務する保
健医療ケア提供者が利用することが可能なモデルである。

出典：参照文献9および181

メンタルヘルス・ギャップ・アクションプログラム（MHGAP）

BOX 4.2

スタッフは24時間体制で支援を行う。コミュニティによるイン
フォーマルな支援またはフォーマルな支援が不足している状況に
おいて、グループホームは従来型の施設型/居住型介護の代用と
して機能する（184）。

アフリカ、アジア、ラテンアメリカのLMICでは、高齢者を対象
としたフォーマルな施設型介護はほとんどない。現在でも、長期
介護の大部分は家族の責務とされている。多くの家族は民間の介
護サービスの費用を支払うことができず、国の補助金による施
設もほとんどない。利用可能な施設型の介護は、メキシコのよ
うに宗教団体や非営利組織によって提供される傾向がある（Box 
4.3）。

mhGAPの介入ガイドによる認知症のアルゴリズム
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このプログラムでは介護者と認知症の人の両者にケアが
提供される。10～15組の「ペア」（介護者と認知症の
人のペア）が各プログラムに参加する。認知症の人が個
別の段階に応じた刺激療法（認知記憶訓練、作業療法、
身体訓練）を受けている間に、介護者は強化訓練コース
に参加し、疾患について学習し、特別なコミュニケー
ション技術の訓練を受ける。グループや個別でのカウン
セリングも受ける。介護者は、リラックスしたり、休息
をとるため自由に時間を過ごすこともできる。

104人の介護者を対象とした単一群事前事後デザインの
試験を実施し、介護者が感じる負担と抑うつ症状に関す
る本プログラムの有効性を評価した。この結果、本プロ
グラム実施期間中に抑うつ症状と認知症に関連した症状
が低下することが示された。本プログラムは介護者と認
知症の人に広く利用され、受け入れられている。2000
年以降、30以上のコースが実施されている。

出典：参照文献188, 189

オーストリアにおける介護者と認知症の人
を対象とした２週間のレスパイトプログラム

BOX 4.4

メキシコは人口１億1,200万人で、60歳以上の人口が
10%近くを占めている。このうち認知症の人は約60万
人であると推定されている。

メキシコには現在、認知症の人と介護者のための政府
主導のプログラムはないが、認知症の人を対象とし
た公認のデイケアセンターが７ヵ所ある。いずれの
施設もNGOにより運営されており、大部分はメキシ
コ・アルツハイマー病協会（Mexican Alzheimer’s 
association）のイニシアチブによるものである。全施
設とも大都市にあり、このうち２施設はメキシコシティ
にある。すべての施設に多部門連携の研修を受けたチー
ムが配置されているが、各デイケアセンターに通所でき
るのは約30人のみである。既存の施設では人々のニー
ズを満たすには不十分であることは明らかである。

デイケアセンターの財源は、主に寄付金と利用者および
家族による少額の支払いによってまかなわれている。各
施設は評議会によって運営されている。これらのセン
ターの数を拡大するためには、より安定した財源が必要
である。

出典：参照文献185

メキシコの認知症の人のための
デイケアセンター

BOX 4.3

写真：オーストラリアM.A.S Alzheimerhilfe/ Stefanie Auer

コミュニティにおけるサービス
認知症の人に、本人に影響を及ぼす決定にかかわる選択とコント
ロールを付与するためには、適時かつ適所において適切な支援を
行うことが特に重要である。コミュニティ在住の人に対しては、
家事、料理、買い物、移動、日常的なケアの補助（衛生面での補
助など）を含むさまざまなサービスについての支援が必要であ
る。

WHOの認知症調査によると、高所得国の７ヵ国中６ヵ国（85.7%）
において、コミュニティによるサービスが認知症の人に提供され
ていたが、低・中所得国（LMIC）では21ヵ国中３ヵ国（14.2%）
でしか提供されていなかった。例えば中国およびロシアでは、こ
のようなサービスは大都市に限定されていた。コミュニティによ
るサービスが提供されているすべての国で、ケアワーカーが介護
提供にかかわっていると報告された。カナダなどの一部の国で
は、研修を受けた、または資格を保有する保健専門家がケアワー
カーを監督していた。

WHOの認知症調査の回答者によると、高所得国では、コミュニ
ティによるサービスは、支払い方法に関して、全額負担、一部助
成、無料という一連の選択肢の下で提供されていることが報告さ

れた。例えば日本では、介護サービスは共同負担による介護保険
でカバーされていた（Box 3.6）。

レスパイトケア
大部分の家族介護者は、認知症の人を自宅で支援したいと考えて
いるが、自宅での介護は介護者にストレスをもたらし、介護者
と被介護者の両者に対して広範な悪影響が発生する場合がある

（チャプター５参照）。自宅で十分な介護を提供するために、介護
者はフォーマルなサービスによる援助を必要とする場合もある。
レスパイトケアでは、主たる介護者以外の人が認知症の人の介
護を一時的に行う。「レスパイトケア」の用語は、多様な範囲の
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サービスに対して用いられる。レスパイトケアは、認知症の人の
自宅、デイケアセンター、コミュニティ（社会イベントへの参加
など）、居住型施設のいずれかで実施される。誰が介護を行うか
は状況によって異なる（研修を受けているスタッフまたは受けて
いないスタッフ、あるいはボランティア）。レスパイトケアの期
間も、数時間から数週間と幅があり、日中や夜間に限定されるこ
ともある。また、レスパイトケアは計画的な場合もあれば、緊急
的で予定外の場合もある。

レスパイトケアのねらいは、主たる介護者を介護の責務から一時
的に解放し、休息を与えることであり、願わくは、介護者である
ことに伴うストレスをある程度和らげることである。また、レス
パイトサービスは、認知症の人にとっても有益であるべきであ
る。質の高い休息によって、従事・社会参加の機会が得られる

（186）（Box 4.4）。レスパイトケアの有効性に関連したエビデンス
は少ない。３件の無作為化比較対照試験のレビュー結果による
と、介護者に対する結果に対する有益性は認められなかった（187）。
しかし、本レビューの対象試験には方法論的な問題が数多く指摘
されており、本分野ではさらなる研究が必要である。

WHOの認知症調査に回答した高所得国の８ヵ国中５ヵ国
（62.5%）では、国によってレスパイトサービスが提供されてい
たが、LMICでは22ヵ国中３ヵ国（13.6%）であった。しかし
LMICのうち別の３ヵ国においては、民間サービス業者や地域の
アルツハイマー病協会によってレスパイトケアが提供されてい
た。また、レスパイトケアのコストは、高所得国では全般的に助
成されていたが、LMICでは全額が利用者負担となる割合がより
高かった。

居住型介護
高所得国では、コミュニティによるサービス提供に優先度がシフ
トしつつあるにもかかわらず、居住型介護は現在も認知症の人の
長期介護において、大きな機能を果たしている。居住型介護は、
コミュニティによる支援（フォーマル・インフォーマル）が不足
した場合に、その人のニーズを満たし、その人にとって最適な
サービスを提供するために、最も適切かつ有効な方法となる可能
性がある。

WHOの調査によると、対象の高所得国８ヵ国のうち７ヵ国
（87.5%）において居住型介護の支援（資金やリソースを介した
支援）が行われていた。これに対しLMICでは、22ヵ国中８ヵ国

（36.4%）でこのような支援が行われていた。たとえ居住型介護
があったとしても、施設数は不十分なことが多い。例えば、ポー
ランドでは認知症の人を対象とした施設はわずか１ヵ所しかな
い。政府支援による居住型介護施設がある国では、１ヵ国を除く
すべての国で、政府機関がこれらの施設を規制管理していたが、
この規制が十分であると報告した国はわずか３ヵ国であった。規
制が不十分な理由として、規制強化用の財源不足、規制に従わな
い施設が起訴されるケースが少なすぎること、認知症介護に特化
した規制が少なすぎることが挙げられた。調査時点においてドミ
ニカ共和国は規則策定中であった。

居住型介護の基準および質を改善する必要性が認識されることに

よって、新たな介護の代替モデルが見られるようになり、これら
のモデルのいくつかは、一部の高所得国で、施設における介護
提供の哲学と実践に影響を与えている。この代替モデルのうち

「人を中心とした介護（‘person-centred care’）」を提唱とした
Tom Kitwood（190, 191）の業績が良く知られている。Kitwoodは、
認知症を単なる生物医学的なアプローチとみなし、主観性（当事
者の経験）を無視する、Kitwoodが言うところの「介護の古い
文化」に批判的であった。Kitwoodにとって介護の古い文化と
は、タスク主導性で、医学的なケアのアプローチに重点を置いた
文化であった。「パーソン・センタード・ケア」では、対照的に
価値観を重んじ、認知症の人と家族の幸福とエンパワーメントに
重点を置いている。

認知症ケアマッピングなどの他のモデルには、パーソン・セン
タード・ケアの原則が取り入れられている。認知症ケアマッピン
グは評価ツールであり、パーソン・センタード・ケアの改善を意
図した哲学である。オーストラリアの居住型介護施設に居住して
いる325人を対象としたクラスター無作為化比較対照試験におい
て、パーソン・センタード・ケア群、認知症ケアマッピング群、
従来型介護群の３群のいずれかに参加者を割り付け、それぞれの
アウトカムを評価した。その結果、通常介護を受けている参加者
と比べて、認知症ケアマッピング群とパーソン・センタード・ケ
ア群の参加者では、興奮状態が改善した（192）。

緩和ケア
緩和ケアはWHOにより「体の痛みやその他の身体的問題、心理
社会的問題、スピリチュアルな問題の早期発見と的確な評価およ
び治療によって苦痛を予防・軽減することにより、生命を脅かす
疾患に伴う問題に直面している患者とその家族のQOLを改善す
るアプローチ」と定義されている（193）。緩和ケアには、家族に対
する支援や死別カウンセリングも含まれるべきである（194）。

特に死期が近づくにつれて、認知症の人の介護は最善の状態とは
言えなくなるというエビデンスが報告されている（195）。緩和ケア
は、パーソン・センタード・ケアの目的に合致したものであり、
認知症の人の介護にとって有益なものである。緩和ケア、特に終
末期の緩和ケアは、臨床医によって、あるいは起こり得る問題

（体の痛み、飲み物や食べ物を摂取できない、飲み込むことがで
きないなどの問題、ならびに介護者にとっては、死別、治癒を目
的としない治療アプローチへの順応などの問題）に関する知識と
経験を有する人によって管理されることが望ましい（196）。

長期的な介護サービスの構築
LMICと高所得国はいずれも、高年者層に、より具体的には認知
症の人に長期介護を提供する必要性の高まりに直面している。

高所得国では、国家、民間セクター、家族のいずれが提供する場
合であっても、長期介護のコストが急激に増加している（197）。人
口の高齢化に伴い長期介護サービスの需要は急激に高まってお
り、財源と将来的な展望について激しい議論が行われている。現
在のところ、高所得国で提供されている長期介護の規模、形式、
質にはばらつきがあることから、さまざまな国の経験を共有・確
認できる余地は大きい（198, 199）。
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マレーシアでは、保健社会福祉省（Ministry of Health 
Social Welfare Department）が高齢者のためのサー
ビスを提供しており、その中には保健医療ケア、ガイ
ダンス、カウンセリング、レクリエーション、宗教教
育、福祉サービスが含まれている。家族のいない人や先
住民に対し、社会サービスを介した財政面の補助や、施
設型介護が提供されている。高齢者援助事業（Aid for 
Older Persons scheme）のもと、社会福祉部（Social 
Welfare Department）に登録された60歳以上の人に
は毎月手当が支給される。これらの高齢者には人工/矯
正器具および眼鏡の購入費や国内移動に対する減額制度
もある。また、保健社会福祉省はコミュニティに居住し
ている高齢者用のデイケアセンターを管轄している。

高齢者を対象としたコミュニティによるサービスには、
多くのNGOが関与している。これらのサービスには、
ホスピス・マレーシア（Hospis Malaysia）によって提
供される在宅での緩和ケアやデイケアセンターがある。
デイケアセンターでは、介護者が出勤している間に高齢
者に介護が提供される。これらの介護のリソースやシス
テムでは、認知症を発症する可能性のある高齢者も対象
に含まれている。

出典：参照文献200

マレーシアにおける
認知症の人に対する介護

BOX 4.5

長期介護のニーズの高まりという難題に対処することは、基本
的に公共選択の問題であり、かつ政治的意思の問題である。こ
のことは経済協力開発機構（Organisation for Ecomomic Co-
operaion and Development:OECD）諸国で見受けられ、各
国での長期介護に対する優先度の違いは、公的支出および民間
支出の大きなばらつきに反映されている（スペインでのGDPの
0.6%からスウェーデンでのGDPの2.8%まで）（197）。支出の程度
の差は、国家によるサービスの範囲と介護の質によって主に決ま
る。

高齢者の自宅で支援を行うことは、看護施設や他の居住型介護施
設を利用する場合と比べて一般的にコストがかからず、大部分の
人がこれを望んでいる。しかし、この目標を達成するには、家族
のためのレスパイトケアや専門的なガイダンスを含む広範囲の支
援サービスが利用可能であることを、国が保証する必要がある

（197）。居住型介護という従来型の看護施設の代用として、小規模
グループホームの可能性についても検討するべきである。

低・中所得国（LMIC）の多くでは、これらのニーズは家族の支
援によって満たすことができ、現在すでに満たされているという

考えが、これに反するエビデンスが増えつつあるにもかかわら
ず、今なお続いている。マレーシアでは、長期介護のニーズを政
府が認識しており、政府の計画やNGOの主導の計画のもとで、
介護施設が設立されている（Box 4.5）。

長期介護の問題に対処するには、国家と社会の役割、インフォー
マルな介護者（主に女性）の立場、また特に被介護者の権利と受
給権に関する難しい決定や代償が必要となる。長期介護の適切な
介入によって、認知症の人の機能やQOLが改善し、主流となる
保健サービスのコストを抑えることができ、居住型介護施設への
入所を遅らせる、または減らすことができる。また、経済的およ
び社会的な活動参加の減少によってインフォーマルな介護者に発
生する間接的なコストを最小限に抑えることができる。

発展途上国での長期介護の組織化の問題解決には、プライマリケ
アやスペシャリスト以外のサービス提供者を関与させながら不十
分なリソースを有効活用することを確保する戦略や、コミュニ
ティによる福祉活動を重要視することが必要とされる。Prince
ら（201）は、LMICにおける介護パッケージを提案している。この
パッケージでは、基本的なパッケージを拡大しており、情報を伴
う診断、定期的なニーズの評価、健康診断、介護者支援を重要視
している。さらにこのパッケージは、介護者の研修、レスパイト
ケア、可能な場合には認知症の行動・心理症状の評価と治療も含
まれるよう拡大する必要がある。また、Princeらによると、介
護の方向性を長期介護とコミュニティによる訪問支援にシフトし
ながら、研修を受けたプライマリケアチームによって最善の介護
を提供することが可能である。同様に、他の慢性疾患を対象とし
た介護と統合し、より広範囲のコミュニティが支援する高齢者と
しょうがい者のためのプログラムと組み合わせた場合に、介護の
提供はより一層効率的になると考えられる。

また、前述したWHOのメンタルヘルス・ギャップ・アクション
プログラム（mhGAP）（9, 181）のアプローチでも同様に、認知症
の診断および管理ならびにコミュニティ内での介護者への支援に
おいて、スペシャリスト以外のサービス提供者が重要な役割を
担っていることが注目されている。mhGAPや他の類似したプロ
ジェクトでは、妥当かつ持続的なシステムの変化を引き起こし、
持続可能なコストで有益性をもたらすうえでの、これらの戦略の
有効性に関するエビデンスを示す必要性がある。

特別なニーズを抱える集団に対する
ケアの道筋
認知症であること、または認知症の人の介護者であることに起因
する新たなニーズを抱える集団が存在する。特定集団または少数
集団の事例として、先住民および少数民族、移民、知的しょうが
い者、ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスセクシュア
ル・トランスジェンダーの人々、若年性認知症の人が挙げられる。

これらの人々にはそれぞれに特別なニーズがあるが、共通してい
るのは、診断、認知症に関する情報入手、保健・社会サービスへ
のアクセスが、他の集団と比べて難しくなる可能性が高いという
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オーストラリアのアボリジニ・トレス海峡諸島民（A & 
TSI）は、さまざまな健康上のアウトカムに関して不利な状
況に直面しており、平均余命が短く、暫定的データによると
認知症の罹患率が高い（先住民以外のオーストラリア人と比
べて罹患率が4.8倍高い）。栄養不良、慢性疾患の高い有病
率、トラウマ、教育レベルが低いことなどの社会的因子・健
康上の因子が、認知症の罹患率を高めている。

このような状況にもかかわらず、A & TSIは何代にもわたり
口頭で伝承される知恵、知識、文化を維持している。このよ
うな情報には、伝統薬、家族に伝わる社会情緒的な話、土地
の保護、伝統的食物に関するものがある。

A & TSIは、国家の認知症団体であるアルツハイマー・オー
ストラリア（Alzheimer’s Australia）との連携のもと、認
知症の介護、サービス、支援を優先課題と特定している。文
化的知識を維持しながら現代的な保健医療ケアへのアクセス
を改善することによって、A & TSIが現在直面している不利
な状態を部分的に克服できる。早期診断とA & TSIによる地
域サービスによって、認知症の人が可能な限り長期にわたり
自宅および地域のコミュニティ内に居住し続けることができ
る。また、A & TSIの介護従事者の臨床技術を高めることに
よって長期介護に投資することは、雇用創出にもつながる。

認知症を抱えるA & TSIの人が、同じA & TSIの人に介護さ
れることによって、人道的理由に対する社会組織も強化され
る。他人を介護する気持ちによって慎み深さや辛抱強さを学
び、幸福感を共有できる。これらの人間性は機能的な相互依
存の維持とその他の社会的アウトカムの改善にとって重要で
ある。

出典：参照文献202, 208～210

オーストラリアにおけるアボリジニ・トレス海峡諸島民の認知症介護

BOX 4.6

写真：アルツハイマー・オーストラリアのPositive Images Series IV/ 
Lynton Crabb：Yarrabah Aged Person Hostelにて子どもたちに教える高齢者

（Yarrabahのアボリジニーコミュニティ）

点である。サービスへのアクセスを困難にしている原因として、
当該集団における認知症の理解や認識の不足、言語や文化的な障
壁、適切な情報源やサービスの不足が挙げられる。このため、こ
れらの集団が平等にサービスにアクセスできるようにするために
は、政策とケアの道筋をニーズに適合させ、利用可能かつ受容可
能な方法で提供される必要がある。

ケアの道筋と政策の変換に柔軟性をもたせることによって、これ
らのニーズを抱える人すべてに広範囲のプログラムおよびリソー
スを提供できるという事例が、以下のとおり立証されている。

先住民および少数民族
オーストラリアでは、遠隔地に居住するアボリジニ・トレス海峡

諸島民（Aboriginal and Torres Strait Islander、A & TSI）を
対象とした有病率調査が実施され、これらの集団で認知症の発
症リスクが高いことが確認された（202）。A & TSIと保健提供者・
サービス提供者が連携することにより、早期診断と適切なサー
ビス利用ならびに文化的理解の維持といった、認知症を患うA & 
TSIの人を支援するための優先課題が特定された（203）（Box 4.6）。

少数民族（最近の移民、二世・三世の移民を含む）の多様性は、
認知症の人と家族に対応する際の個別の問題を生み出している。
いくつかの調査によって、少数民族という立場がサービス利用に
どのような悪影響を及ぼしているかが示されている（204, 205）。特
に認知症の理解の仕方（認知症は脳の疾患ではなく、老化現象の
産物であるという信念やスピリチュアルな理由があるという考え
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オランダでは、認知症介護のネットワークを構築する
ことにより統合化された介護を促進するためのプログ
ラムが、政府資金によって行われた。このプログラム
には、社会的レベルでの専門家の参加の不足（一般開業
医など）といった複数の障壁があった。このような障壁
にもかかわらず、本プログラムへの参加によって、認知
症の介護の大幅な改善や、職場環境の適度な変化が認め
られた。専門家の86%によって、クライアント・セン
タード・ケアのアプローチにより、ストレス対処の難し
さを抱えていることに関する罪悪感や羞恥心など、イン
フォーマルな介護者が抱えているさまざまな問題に関す
る理解が改善したと報告された。これらの専門家のうち
40%は、このプログラムがこれらの問題の対処に有用
であると考えており、50%は、クライアント照会とい
う選択肢が増えたと回答した。参加者のうち特に看護師
は、連携した認知症介護の能力が改善したと報告した。

出典：参照文献229

オランダにおける
認知症介護のネットワーク

BOX 4.7

など）、コミュニティ内での他者による恥辱や偏見の経験、保健
サービス利用時の過去の否定的な経験のすべてが、認知症の人に
よる援助要請の障壁となっている。これまでの研究によって援助
を要請する際の障壁は特定されているが（206, 207）、援助要請の改
善において民族性と文化が担う役割を十分に理解するためには、
さらなる調査が必要である。A & TSIの事例と同様に、文化的な
信念とニーズに対応できる連携アプローチが不可欠である。

ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスセクシュアル・
トランスジェンダーの人々
ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスセクシュアル・ト
ランスジェンダーのコミュニティに対する政策上の問題は主に、
介護の責務を負うパートナーの権利や、保健医療ケアと資産の問
題に関する代理意思決定などにかかわるパートナーの福祉の領域
に該当する。

地域の文化にもよるが、一部の国ではアルツハイマー病協会がこ
のような集団を対象とした支援と教育プログラムを提供してい
る。通常はコミュニティを中心とした組織との連携により提供さ
れている。差別という従来的な理由のため、匿名の維持を希望す
るコミュニティを支援するための方法の１つとして、オンライン
上の支援グループがある。また、オンラインでの支援によって、
地理的に分散した集団に対しても他の集団と同様に支援するため
の柔軟性が得られる。

知的しょうがい者
ダウン症候群の人はアルツハイマー病を発症するリスクが有意に
高い。研究結果によると、ダウン症候群の人の50～70%は60歳
以降に認知症を発症する。ダウン症候群の人の認知症発症年齢
は、一般的に高齢者が罹患する孤発性の認知症と比較して、低年
齢であることが多い。

アメリカでは知的しょうがいとアルツハイマー病の専門家による
国家タスクフォースにより包括的レポートが作成された。このレ
ポートでは、このような集団の発見、介護、支援に関する政策
上および実践上の推奨事項が示された。このレポートのねらい
は、認知症を患う成人の知的しょうがい者が質の高い支援を受け
ながらコミュニティ内で生活を維持できるようにすることである

（211）。

若年性認知症の人
若年性認知症（文献では早期発症型認知症と記載される場合もあ
る）の人の疫学についてはチャプター２で考察した。社会的な視
点から見ると、いわゆる退職年齢前に認知症を発症した人は、高
齢期に認知症を発症した人と比べて、生涯にわたり異なる立場に
置かれる。若年性認知症の人は、仕事を現在も続けているか、あ
るいは退職したばかりである可能性がある。同居中の子どもや大
学生の子どもがいる可能性もある。高齢者で一般的にみられるそ
の他の慢性疾患はない可能性もある。また、高齢の認知症の人を
対象とした情報や支援は、通常、若年性認知症の人には該当しな
い。

政策的な視点から見ると、保健・社会ケアの支援や老齢年金の受
給資格は現在の年齢を基準とすることが多く、若年者はこれらの
経済的支援を受けることができない可能性があるため、若年性認
知症の人に対しては特別な配慮が必要である。若年性認知症の人
と早期認知症の人は、認知症支援団体の代弁者・支援者としてか
かわることが多く、このような団体を統率する役割を担う場合も
多い。このような支援団体への参加によって、若年性認知症とい
う少数グループの認識に関する肯定的な政策勧告が示されてい
る。このように公共活動に参加し、その経験を共有することによ
り、認知症を抱える若年の人は、認知症に伴う老齢者差別の軽減
につながるポジティブな意味での変化をもたらすこともできる。

介護従事者の人材育成
本レポートでは、保健・社会ケアの従事者とは、保健および福祉
の強化を主な目的とする活動に従事しているすべての人と幅広く
定義されている。したがって、無償の介護者も介護従事者に含ま
れる。しかしながら本項の目的においては、保健・社会ケアセク
ターに所属するサービス提供者のみを意味するものとする。無償
の介護者についてはチャプター５で論じる。
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保健・社会ケアセクターでは多くの職員が認知症の人の補助に携
わっている。その範囲は広く、プライマリケアやコミュニティケ
ア（一般開業医、一般診療看護師、ソーシャルワーカー、ケア
コーディネーター、コメディカル、パーソナルアシスタント、在
宅介護、一般病院・地域病院）、臨床・医療補助スタッフ（臨床
的なサポート提供者を含む）、メンタルヘルスサービス・リハビ
リサービス・ケアホーム・緩和ケアサービスのスタッフなどであ
る。このうち一部の従事者によって、コミュニティでの長期介護

（保健医療ケアと社会ケアの両者）が提供されている。

介護従事者の考え方と知識
認知症に対する保健・社会ケアサービスの従事者の考え方は、経
験、専門的知識、技能によって左右され、したがって職種と保健
医療ケアシステムにおけるその位置付けに関係する。例えば、一
般開業医が保健医療ケアシステムのゲートキーパーとなっている
国では、認知症と診断するかどうかに関する一般開業医の決定は
極めて重要である（212）。しかし早期診断が行われることはあまり
ない。この原因として考えられる要因の１つは知識の格差である

（213～216）。一般開業医には、コミュニティサービスとリソースに
関する知識、診断ならびに認知症と通常の老化現象との鑑別能力

（およびそれに伴う誤診のおそれ）に関する知識、さらには診断
の告知方法に関する知識が不足していると報告されている（216）。
診断の障壁になり得るとして特定された他の因子には、利用可能
な支援サービス不足の認識、治療無用論、受診の遅延（認知症の
徴候を通常の老化現象と間違えることによる場合もある）、医師
自身の感情的な反応や偏見が挙げられる（216～218）。

最近実施された調査では、偏見が早期診断（218～221）や診断の告
知（175, 218, 222, 223）を妨げる可能性のある因子であることが確認さ
れている。５ヵ国で実施された多部門連携フォーカスグループに
関する定性的研究では、偏見が適時の診断に対する最も強力な
しょうがいとなることが確認された（220）。認知症に関連した偏見
についてはチャプター６において広範に論じる。

専門的な認知症サービス従事者であっても、認知症の介護研修を
受けているスタッフの割合が低いというエビデンスが増えつつあ
る（224）。例えばイギリスでは、認知症専門のケアホームのうち、
スタッフが認知症に関する特定の研修を受けていない施設は約１
/３であり（144）、病院の看護職員のうち52%は、認知症介護にお
ける職場ベースの専門能力開発または学習の機会を与えられてい
なかった（225）。現在実施されている認知症介護に関する教育研修
も、その質は多様であるということがエビデンスによって示され
ている（224, 226）。

人材育成：重要事項
認知症の介護従事者における人材育成の問題を評価する際に重要
な因子を以下に示す。

・認知症にはさまざまな段階があり、各段階に対して異なるイン
プットが必要であること

・高質かつ安全なサービス提供のために必要な能力

・保健・社会ケア従事者におけるさまざまなカテゴリーの数

・サービス提供者の各種カテゴリーにおける既存の技能

・専門性の継続的な育成および定期的評価と能力支援を確保する
ための監督の存在

上記の因子に基づき、介護従事者の人材育成に対し考慮すべき多
数のテーマが決まる。

必要とされる能力
長期介護が必要な人に対して核となる５つの能力として、パーソ
ン・センタード・ケア、連携、質改善、情報・伝達技術、公共衛
生上の概念が特定されている（227）。問題は、これらの核となる能
力を、保健従事者を雇用・配置する施設を介して実践に移すこと
である。カリキュラムの変更、新たな教育法、革新的な教育研修
モデルが必要である。このような方向への動きを実証したオラン
ダでの事例をBox 4.7に示す。

教育研修の必要性
基本的な医学、看護、治療のカリキュラムにおいて、診断を目的
とした評価、あるいはニーズに基づく評価に関する教育研修を実
施する必要がある。カリキュラムは、単純な治癒介入を中心とし
た現状から脱却し、長期支援と慢性疾患管理も含める必要があ
る。慢性疾患を有する多くの高齢者は虚弱であることを考慮すれ
ば、訪問支援によるケアや自宅での患者の評価・管理に関する教
育研修の必要性もある。

連携とチームワーク
介護の新しいパラダイムに伴い、異なるカテゴリーの保健医療ケ
ア提供者と認知症の人ならびに家族との連携およびチームワーク
が非常に重要視されるようになった。認知症の人の役割と介護
パートナーとしての家族の役割を尊重する関係を構築することに
よって、健康状態が改善することが示されている（228）。多部門連
携チームは精神科医、神経科医、臨床心理士、看護師、一般開業
医、作業療法士、コミュニティ/ソーシャルワーカーで構成され、
これらのメンバーはそれぞれの経験を共有して互いに連携する
ことができる。この方向への動きを実証するインドの事例をBox 
4.8に示す。
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認知症の評価および管理には、さまざまな分野の多くの専門
家が必要であるが、場合によっては部門間の調整が行われず
に、サービスが細分化されることがある。このようなことを
防ぐために、インドのチェンナイにあるVHS HospitalのTS 
Srinivasan Instituteでは、多職種連携チームが設立された。
このチームは神経科医、精神科医、メディカルオフィサー、
臨床心理士、カウンセラー、理学療法士、作業療法士、電気
生理学的検査技師で構成されており、認知症を含む神経学
的・精神的しょうがいを抱える人の評価およびリハビリを提
供している。

臨床家によるトリアージの後、認知しょうがいの疑いのある
患者に対して、心理社会的しょうがい、身体しょうがい、合
併症についての詳細な検討が行われる。さらに臨床検査およ
び画像検査も実施される。医師は報告書に基づき患者の所見
を評価し、診断を下し、治療を行う。早期であるが確立され
た認知しょうがいであると診断された場合には、理学療法や
作業療法などのリハビリが行われ、本人と介護者に対する心
理社会的介入も行われる（啓発、認知機能の再訓練、栄養学
的カウンセリング、健康増進治療など）。

このような状況において、ソーシャルワーカーや診療看護師
は、ケースマネジャーとして機能する。ケースマネジャー
は、認知症の人と家族との緊密な関係を確立しながら、利用

可能なサービスを提供し、および/または、これらのサービ
スへのアクセスを促進し、仲介役として機能し、介護と支援
サービスを最適な状態にする。

このようなチームワークによる多職種連携モデルによって、
医師への依存度が低下し、不十分な医療専門職のリソース
が最適な形で活用されるようになることから、LMICでは、
このようなモデルの潜在性は極めて大きい。また、非常に
許容性の高いモデルでもあり、治療を超えたケア（care 
beyond cure）を提供できる。

出典：参照文献230

インドにおける認知症の評価および管理のための多職種連携アプローチ

BOX 4.8

写真：インド・チェンナイ・VHS HospitalのTS Srinivasan Institute

長期介護の従事者の研修：特別な側面
長期介護の従事者には、コミュニティの看護師、ヘルスワーカー、
居住型介護スタッフ（直接的なケアワーカーを含む）が含まれ
る。専門家以外の直接的なケアワーカーも、有能である場合には
監督下において介護の需要の一部を担うことができ、複雑なケー
スに対処しなければならないときには、専門スタッフに依頼する
ことができる。

ここ数年間で、認知症の人のニーズに適切に対応するための長
期介護スタッフに対する特別な研修の必要性が認識されてき
た。現在、看護施設スタッフの教育カリキュラムを変更し、看
護施設での認知症の人の介護を改善するための心理社会的手法
を確立する取り組みが行われている（231, 232）。例えば、一部の国
では、老年医学や老年学についての特別な教育が行われている。
低・中所得国（LMIC）の中には、コミュニティの認知症介護を
支援するため、長期介護の従事者を対象とした研修が行われて
いる国もある。インド南西に位置するケララは、インドで最も
平均余命が長く（74歳）、出生率が低い州であり、現在人口動
態的な移行期にある。さらに、かなりの人数が他国、特にペル
シャ湾岸諸国へ移住している。したがってケララでは要介護の

高齢者に対する支援の必要性が高まっており、自宅や施設での
介護に従事する女性を雇用する多くの事業者が州内に存在する。
インドのアルツハイマー病・関連疾患協会（Alzheimer’s and 
Related Disorders Society of India）は、1993年以降、ケラ
ラと他の州において高齢者介護研修プログラム（Geriatric Care 
Training Programme）を実施している（期間：３～10ヵ月）

（233）。

認知症の人は要介護性が極めて高いことが多いため、日々の身体
的な介護を担当するケアワーカーに対しては、認知症介護の研修
が特に必要である。オーストラリアの大部分の州では、地域密着
型および居住型の介護に従事するケアワーカーに対し、能力ベー
スの認知症の研修が必修とされている（183）。他の国でも、直接
的な介護スタッフに研修を実施することによって、スタッフによ
る直接的な拘束（interactional restraint）の頻度や興奮状態の
重症度が低下し、介護の質が改善することが認められている（234）。

LMICでは保健従事者が少ないため特別な問題が発生している
（227）。この人材不足に対処するための革新的な戦略が業務移行
（task shifting）である。10/66認知症研究グループが、コミュ
ニティのヘルスケアワーカーを研修し、介護者の研修を含む簡易
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10/66認知症研究グループによる「Helping carers to care
（介護のための介護者の援助）」の研修者育成の介入法が、
10/66認知症研究グループの広範囲にわたる国際的専門家グ
ループからの協力を受けてインドで策定された。認知症の人
の主たる介護者を対象とし、拡大家族も対象とした。この介
入の目的は、介護者に認知症に関する基本的な教育と問題と
なる行動の管理に関する特別な研修を提供することである。

まず、コミュニティのヘルスワーカーが２日間の研修プログ
ラムを受けた。参加者は３つのモジュールで提供される情報
を習得し、介入のシナリオに従ってロールプレイを行った。
この研修パッケージのモジュールの内容を以下に示す。

モジュール１：評価：a）認知/機能しょうがい、b）認知症に
対する介護者の知識および理解、c）介護の配備（誰が家族
か？　誰が認知症の人と同居するのか？　どのようにして主
たる介護者を補助するのか？　どの行動上の問題によって最
も困難な状況が発生するのか？　どの程度の負担を感じてい
るのか？）

モジュール２：基本的教育：a）疾患に関する一般的な説明、
b）将来的に予想されること、c）認知症を発症させる/発症
させない因子、c）地域で実施可能な介護および治療

モジュール３：行動上の問題に対する研修：評価によって特
定された行動上の問題についての解説（身体的衛生、着衣、
失禁、質問の繰り返し、執着性、攻撃性、徘徊、無感情）。

次に、コミュニティのヘルスワーカーが家族介護者に対して
週１回30分間の研修を５回行う。

この介入は、アルゼンチン、チリ、中国、ドミニカ共和国、
インド、メキシコ、ペルー、ロシア、ベネズエラにおける無
作為化比較対照試験で検証された。この結果、介護者の心理
的な病的状態と負担感に関して、高所得国で同様の介入を実
施した試験で一般的に確認される効果よりもはるかに高い治
療効果が示された。

出典：参照文献235～237

10/66認知症研究グループの集団ベースの「Helping carers to care（介護のための
介護者の援助）」介入

BOX 4.9

的な介入を行った場合の有効性について検証した結果、介護者
の心理的な病的状態および負担感が軽減することが確認された

（Box 4.9）。

認知症介護のガイドライン
認知症介護の実践ガイドラインを支持するエビデンスは、認知症
の人の研究参加に関連する倫理的な懸念などが存在することか
ら、他の臨床分野と比べて少ない。しかし次第に、このようなエ
ビデンスも増加しつつある。

過去数年間に多くの国で認知症のガイドラインが作成されてお
り（140, 238～240）、シンガポール保健省（Singapore Ministry of 
Health）もガイドラインを作成している（241）。さらに地域レベ
ルでのガイドラインが作成されている国もある（イタリアなど）

（241）。ラテンアメリカではアルゼンチンやメキシコに認知症のガ
イドラインがある（242～244）。この他に、多くの専門家協会が認知
症のガイドラインを作成しているが（241）、各国特有の状況や方
法に応じて、その範囲は多様である。認知症の人の長期介護の管
理に関するガイダンスも介護従事者にとって有益である。オース
トラリアの長期介護のガイドラインの事例として、「質の高い認
知症のケアシリーズ（Quality dementia care series）」が挙げ
られる（245）。

LMICにおける認知症の介護とサービス改善のための重要なス

テップとして、WHOにより、メンタルヘルス・ギャップ・アク
ションプログラム（mhGAP）プログラムの認知症分野において
エビデンスに基づくガイドラインが作成されたことが挙げられる

（246, 247）。これらはスペシャリストが存在しない環境における精
神・神経・薬物使用しょうがいに対するWHOのmhGAP介入ガ
イドの基盤となっている（９）。この介入ガイドには医師や看護師
などのプライマリケア提供者に対する単純な臨床アルゴリズムが
含まれている（Box 4.2）。

認知症介護のガイドライン：重要事項
認知症介護のガイドラインには、診断・評価・治療の臨床面、な
らびに質の高い長期介護に関するガイダンスや、良質の介護を妨
げる可能性がある法的および倫理的な問題に関するガイダンスが
含まれるべきである。

イ ン グ ラ ン ド の 認 知 症 の 戦 略 で あ る「Living well with 
dementia: a national dementia strategy（認知症とともに素
晴らしい人生を送る：認知症国家戦略）」では、認知症の人の支
援を行う際の核となる８つの原則の概要が示されている（Box 
4.10）。これらは、ガイダンスによって介護従事者が認知症の人
と介護者を十分に支援できるようにすることが求められている分
野である。また、国家のガイドラインは、地域間や文化的集団間
の違いに十分対応できるよう柔軟性を備えている必要があり、必
要に応じて他言語や方言に翻訳される必要もある。
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以下の８つの原則は、イングランドの保健省（Department 
of Health）が、雇用者、認知症の人、介護者、サービス提
供団体と連携して策定したものである。これによって、初期
の徴候から完全な診断までのあらゆるステージの認知症の人
とともに保健・社会的ケアサービスに従事するあらゆるス
タッフの能力を開発することが可能になる。核となる８項目
の原則は、あらゆる状況に該当するように設計されており、
病態を全般的に理解するうえでの基盤となる。また、認知症
の人に適切に対応するよう自身の活動やコミュニケーション
を適合させるうえでの介護従事者の自信を構築することをね
らいとしている。

原則１：認知症の早期の徴候を知る。

原則２：認知症の早期診断は、人々ができるだけ早い段階で
情報を入手し、支援や治療を受けるために有用であ
る。

原則３：意味のある交流を支援するために、感受性豊かなコ
ミュニケーションをとる。

原則４：自律性を促進し、活動を奨励する。

原則５：混乱による疲労の徴候を認識し、対応として、その
人の不安を取り除き、経験した出来事をその人が理
解できるよう支援する。

原則６：介護される人と同様に家族や他の介護者を尊重し、
敬意を払い、支援を行う。家族や他の介護者が認知
症介護のアドバイスを受けることができるようにす
る。

原則７：管理者は、チームのメンバーが研修を受けており、
認知症の人のニーズを満たすことができるよう十分
に支援されていることを確保する責務を負う。

原則８：認知症の人を支援するため多分野にわたるチームの
一部として機能する。

出典：参照文献248

認知症の人を支援するために核となる８原則

BOX 4.10

臨床ガイダンス
状況に応じて、臨床ガイドラインは以下のように作成されるべき
である。

・診断、評価、症状の管理などの認知症の医学的管理に関連した
広範囲の実務を網羅する。

・早期かつ正確な診断が認知症の人と家族にとって有益であるこ
とについて概要を示す。

・必要に応じて、スペシャリストによる評価・診断へのプロセス
を示す（メモリークリニックや専門医など）。

・特にコリンエステラーゼ阻害剤の使用など、薬物介入の基準の
概要を示す。

・認知症の行動・心理症状について正確な情報を示す。

・認知症の行動・心理症状の一次療法として薬物を使用しない介
入を推奨する。

・認知症の行動・心理症状に対する抗精神病薬の使用に伴う限界
とリスクを明示する（Box 4.11）。

・介護者の負担および支援ニーズの評価を含める。

長期介護のガイダンス
認知症の人の長期介護に関する包括的なガイドラインには、認知
症の人が居住する、または一時的に入所していると想定される範
囲の環境が含まれる。これには、コミュニティ、レスパイトケ
ア、および必要に応じて居住型介護が含まれる。認知症の経過の
中で一時的に居住する可能性のある他の場所としては、複合的な
行動の評価・管理が必要とされる人に対する精神/専門病棟や急
性期総合病院が挙げられる。

ガイドラインでは、身体的・精神的機能や健康状態をできるだけ
長期にわたり支援するための明確な手順を示し、以下の項目の提
供に関するガイダンスを提示する必要がある。

・社会的参加およびレクリエーション活動

・必要に応じて、認知機能の刺激療法およびリハビリテーション

・疼痛およびせん妄などの合併症の発見と管理を含む、生理学的
機能面における支援

・安全であり、かつ刺激を受けるような環境

・行動・心理上の変化、および考えらえる原因の認識
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認知症の人の行動・心理症状の管理における抗精神病薬の使
用に関する懸念が高まっている。これらの薬剤が使用される
ことはあまりにも多く、投与される可能性の高い量では、リ
スクがベネフィットを上回ると思われる。この問題は世界的
に認められている。

認知症の行動・心理症状に対する一次療法には薬物を使用し
ないが、抗精神病薬が処方されることは依然として多く、現
在の医療システムでは、抗精神病薬を中心とした対応が広く
なされているようである。

抗精神病薬は、行動・心理症状の治療には限定的な有効性し
か示さないと考えられるが、その一方で、認知症の人に重大
な悪影響を及ぼすおそれがある。リスクとして脳血管系の有
害事象や死亡が発現する。明らかに抗精神病薬の効果が認め
られる人もいるが（疾患が重度で複合的なリスクが存在する
場合など）、認知症の人に対する現行の抗精神病薬の使用レ
ベルは、介護の質の面で重大な問題であり、患者の安全性、
臨床的有効性、患者の経験に対して悪影響を及ぼしている。

これらのリスクを証明するエビデンスが数多く報告されたた
めに、北アメリカおよびヨーロッパでは、規制当局により認

知症患者の治療における非定型抗精神病薬の使用に関する警
告が公表された。アメリカの食品医薬品局は現在、非定型お
よび定型抗精神病薬の両者に対して、死亡のリスクが高まる
ことに関する警告（“black box”warning）を添付文書に記
載するよう求めている。このような警告にもかかわらず、抗
精神病薬の使用は、特に介護の環境下で広く使用されている
ようである。研究結果によると認知症に対する抗精神病薬の
処方率は20～33%であり、この大部分は看護施設の居住者
に対するものであった。コミュニティや急性期病院での抗精
神病薬の使用については、ほとんど報告されていない。

多くの場合、行動上の問題は、心理社会的介入やパーソン・
センタード・ケアのアプローチによって安全に管理できると
いうエビデンスが報告されている。スタッフは心理社会的介
入を提供するにあたって、研修およびガイダンスを受ける必
要がある。抗精神病薬は、本人や他人に危害が及ぶ差し迫っ
た状況下のみでの選択肢と考えるべきである。抗精神病薬を
使用しなければならない場合には、低用量かつ短期間で使用
するべきであり、有益性が明らかな場合のみ、投与を継続す
るべきである。定期的に投与中止を検討する必要もある。

出典：参照文献249～253

認知症の人に対する抗精神病薬の使用に関する問題

BOX 4.11

・管理アプローチの有効性のモニタリングを含む、行動・心理症
状に対する最小限の身体的拘束（薬物を使用しないアプローチ
など）

・適時かつ倫理面を考慮した緩和ケア

・家族に対する心理社会学的支援

ガイドラインでは、認知症の人、家族、介護従事者（専門家およ
びケアワーカー）の関係の重要性が認識されるべきであり、立場
を明確に規定したうえで、それぞれの関係者をケアプランニング
に参画させるプロセスに関するガイダンスを提示する必要があ
る。

ガイドラインには最終的に、法律・規制面のガイドや、国家・地
域の政策・計画などのその他の関連文書・補助的文書との関連性
が記載されるべきである。
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変化しつつあるケアワーカーの人口動態－移住労働者
教育研修と雇用を取り巻く決定に際しては、認知症の介護ニーズ
を満たすうえで必要となる労働者の分布や種類も考慮に入れるこ
とが必要である。高齢化が進み、インフォーマルな（家族によ
る）介護者が不足するにつれ、高所得国では長期介護サービスの
需要が高まっている（254）。このような需要の高まりに伴い労働力
の強化も求められており、多くの国では移民の保健専門家や移民
ケアワーカーがこれに対応している（255, 256）。一般的には、低・
中所得国（LMIC）から高所得国への移住は、より良い労働状況
を求めることによる（プルファクター：pull factors）（227）。移
住労働者（多様な国籍とさまざまな文化的背景を有する）は、移
住先の国で移民を増加させている因子（移民政策、人道的プロ
グラム、資格の認識など）（255）や、自国のプッシュファクター

（push factors）〈生活環境不良や政治的不安定など〉（227）によ
る影響を受けている可能性がある。また、自国で雇用されたの
か、移住先で雇用されたのかに関する違いもある。例えば、雇
用の確保を条件としている移民制度もある。中国などの一部の
LMICでは、コミュニティによる支援サービスのニーズが高まっ
ている状況に対して、農村地区から都市部への移住によって対応
している。

移民ケアワーカーは言語、コミュニケーションの障壁、文化的相
違など、勤務先でさまざまな問題に直面する可能性がある。多く
の場合は、認知症の人自身にコミュニケーションの補助が必要で
あり、認知症の人を介護する場合には有効なコミュニケーション
が特に不可欠である。また、家族や他のスタッフとの連絡におい
ても有効なコミュニケーションは不可欠である。文化的な違いに
は、地方の慣習、法律および規制、昔の事柄、調理に関する嗜好
性についての知識不足が含まれる。移民ケアワーカーは、賃金や
雇用条件の不平等などの虐待および搾取を受けやすく、同僚、家
族、居住者による差別や偏見を経験する場合もある。

移民ケアワーカーの安全性を高め、ひいては認知症の人と家族に
とってより良い介護の成果を得るための対策を以下に示す。

・「移民ケアワーカー」の用語に対する一致した定義や、移民ケ
アワーカーの人数を確認できる、確立された国家データシステ
ムが存在するべきである。

・長期介護セクターにおける移民ケアワーカーの経験、特に認知
症の人の介護の経験について十分に理解することが必要であ
る。

・言語および文化などに関する適切な教育および研修が行われる
べきである。スコットランドでは、アルツハイマー・スコット
ランド（Alzheimer Scotland）と地方の言語チューターが連
携したASPIREプロジェクトが実施されており、ケアホームで
の移住労働者を対象とした研修が行われている。この研修の目
的は、スタッフの認知症に対する理解度を高め、居住者とのコ
ミュニケーションを改善することである（257）。

・搾取、差別、虐待を予防し、効果的に管理するために、適切な
人材および定期的な支援・保護が用意されるべきである。移民
ヘルスワーカーの権利と、出身国での保健分野の十分な労働力
に関連する衡平性の問題とのバランスを求める声が高まった結
果として、倫理的な国際雇用政策、行動規範、ガイドラインが
策定された国もある（227）。



認知症：公衆衛生対策上の優先課題
﹀ チャプター４　﹀ 認知症の保健・社会ケアシステムと介護従事者

77

要点
・各国は、認知症の人と介護者の変わりつつあるニーズに対応す

るため、統合および調整された保健・社会ケアの道筋および
サービスを策定するべきである。これらの道筋は、特定の集団
にも注意を払い、彼らの固有のニーズが確実に特定され、考慮
されるよう、包括的なものでなくてはならず、彼らと連携して
提供されるべきである。

・レスパイトケアの選択肢など、コミュニティによる支援を強化
することにより、家族が長期にわたりコミュニティ内で認知症
の人を介護することを援助でき、さらに、高コストの居住型介
護への依存を遅らせる、または軽減することができる。

・リソースが不足した状況では、コミュニティによる訪問支援に
注力することによって、乏しいリソースを有効活用することが
でき、認知症の人と介護者のQOLを改善できる可能性がある。

・介護従事者の人材育成によって、サービスの統合および調整が
改善される。介護従事者のあらゆるレベルで、多部門連携型の
調整された活動が必要となる。

・介護従事者の研修カリキュラムとプログラムは、認知症および
長期介護・慢性疾患の管理に関する教育を含むように拡大され
るべきである。保健・社会ケア従事者の能力は、臨床診療およ
び長期介護の両方に向けた認知症介護に関する適切なガイドラ
インの作成によって強化されるべきである。

・LMICにおける業務移行（task shifting）の有効性（適切なガ
イドラインと研修を伴う）は、専門職の人材不足の解決方法と
してさらに評価されるべきである。

・高所得国では移民の介護従事者が増加しており、理解・対処さ
れるべき課題が生じている。
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チャプター５

認知症の介護および介護者
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慢性疾患の中でも、認知症はしょうがいと介護のニーズに重大か
つ独特な影響を及ぼすことから（114, 258）、本人だけではなく、家
族、同居者、近隣の住民、ネットワーク内の他の人々、特に介護
の主たる役割を担う人への影響についても考慮することが重要で
ある。

世界中で、自立した生活を営む能力を失った高齢者の介護の主体
となっているのは、現在でも家族である。高所得国では、家族が
果たす介護の役割の重要性や家族に対する支援の必要性が見逃さ
れがちであり、低・中所得国（LMIC）では、家族による介護シ
ステムの信頼性と普遍性が過大評価されることが多い。

Shulz（2004年）により、介護の役割は以下のように定義され
ている。

「・・・非日常的な介護を行うことであり、家族関係の中で正
常・通常であることの領域を超えるものである。介護には通常、
莫大な時間、労力、費用を要し、長期にわたり必要となる場合も
ある。介護には、不愉快で不快な仕事や、心理的にストレスがた
まり身体的に疲弊する仕事もある。」（259）

認知症の介護に関する大部分の研究は横断的研究法により、一定
時期の状態を捉えたものである。しかし、介護者と被介護者に
とって、介護とは重要な転換期を伴いながら長期にわたり変化し
続けるプロセスであり、介護は「生涯の仕事」と言われることも
ある。介護の開始時期を特定することは難しい。認知症が発症す
る前から行われていた支援の提供・受け入れを含む、慣習的な家
族内のやり取りとして自然に発生しがちである。介護の必要性
は、認知症の正式な診断の前に発生することがあれば、診断後に
発生する場合もある。介護の必要性は、家事、経済活動、社会活
動の支援増加から、日常生活の介護、さらに場合によっては、ほ
ぼ常時の見守りへと、時間が経つにつれて高まっていく。重要な
転換期には介護専門職の関与、施設への入所、死別などが含まれ
る。

本チャプターおよび本レポート全体においては、無償のイン
フォーマルケアを提供する人に対し「介護者（caregiver）」と
いう用語を使用している。しばしば文献で使用される「介護人

（carer）」や「介護提供者（care provider）」という用語は、同
義語または類似の表現である。インフォーマルな介護者には、す
べての家族、友人、近隣の住民、無償で定期的な介護および/ま
たは見守りを行う人のすべてを含めることができる。介護を必要
とする認知症の人は「被介護者（care recipients）」と称されて
いる。

本チャプターでは、介護を行う人々の人口動態的なプロファイル
を、その活動内容と活動理由も含めて最初に示す。家族、特に主
たる介護者に介護が与える影響を考察し、介護に伴うストレスを
軽減させることが立証されている介入モデルの概要も示す。ま
た、本チャプターでは、サービスのアクセスと利用を妨げている
障壁についても考察し、さまざまな状況下で介護者を支援するた
めの提案を提示する。
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図5.1

誰が介護を行うのか？
介護および支援は、家族や認知症の人の直接的なネットワーク内
にいる人だけの責務ではなく、コミュニティ、政府、社会全体が
関与すべき問題である。しかし、意識やコミットメントが不足し
ているため、実際には十分な対応が行われていない。図5.1は、
介護レベル（家族や近隣の人々による支援など非常に直接的なも
のや、政府および社会による支援の役割など直接的ではないが重
要なもの）、および介護環境の中心にいる人（つまり認知症の人）
との接近性を図示したものである。家族介護者が担っている重要
な役割は支援されず、きちんと認識されていない場合が多い。

家族介護者は、本人との関係（配偶者、成人した子ども、義理の
娘、義理の息子、友人、隣人）、主要性（主たる介護者、または
副次的な介護者）、生活様式（被介護者と同居、または別居）、介
護の頻度（定期的、不定期、日常的）によって定義される。家族
介護者の関与の仕方は、「実地の」介護を行う場合もあれば、同
様に非常に重要な役割として、時には離れた場所から、他人によ
る介護を調整する場合もある。主たる介護者は「認知症の人と大

部分の時間を過ごす人」であり、副次的介護者は「近親者の介護
に対し補完的な役割を担う」家族および友人である（260）。

大部分の状況では、介護者は配偶者であることが多く、女性の
介護者は男性よりも多い（261～264）。10/66認知症研究グループ
がラテンアメリカ、中国、インドの11ヵ所で行った集団ベー
スの調査では、中国の農村地域を除くすべての地域で、女性が
介護者の大半を占めていた（表5.1）。ヨーロッパを中心とした
EUROFAMCARE調査（265）では、高齢者に対するすべての介護
者（認知症の人の介護者に限らない）のうち、女性が76%を占
めることが示された（主に妻、娘、義理の娘）。オーストラリア
でも同様に、同居する主たる介護者の71%を女性が占めていた

（266）。

ヨーロッパ14ヵ国で、配偶者としての介護者280人を対象に実
施されたEUROCARE調査では、大部分の国（ギリシャ、イタリ
ア、スペイン以外）で、結婚した夫婦は自分たちで生活を維持す
ることが一般的であることが示された（267）。ラテンアメリカ、イ
ンド、中国で、認知症の人の介護者706人を対象に実施した多施
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表5.1

ナイジェリアでは拡大家族の親戚関係が現在も続いている。
複数の世代が同じ居住区に住むのが一般的であるが、家屋は
別々のこともある。政府による社会サービスは存在せず、収
入に基づく年金制度や高齢者全般を対象とした他の施設もな
い。種類を問わず看護施設も存在しない。

健康であるか病身であるかにかかわらず、高齢の親に対する
責務は家族がすべて負う。長女（Adaと呼ばれる）が、既
婚・未婚にかかわらず主たる介護提供者となることが多い。
長男や他の子どもも経済面や他の物質面での支援をAdaに対
して行うが、母親に認知症などの慢性疾患が発症したときに
は、母親はAdaの家に移り住むことが多い。Adaが既婚者で
あっても、Adaの家族にとってAdaの実母を迎えることは
難しいことではない（実父が存命しているか否かにかかわら

ず）。しかし、実父が支援を必要とする場合、実父が息子や
Adaの家に移り住むことはまれである。慢性疾患が発症した
場合も、妻（妻の年齢によらず）が主たる介護者であり続け
る。妻が死亡している場合には、子どもは、父親が若い女性
と結婚することや家政婦を雇用することを希望する（父親の
年齢を問わず）。このため、一般的に寡夫よりも寡婦の方が
多い。

子どものいない高齢者の場合、場合によって、他の拡大家族
や教会内の団体によって一部のニーズが満たされている。一
般的にコミュニティは、特に近隣および宗教団体は、高齢者
に対し寛大であり、祝祭の時期には高価な品が贈られる。

出典：参照文献270

ナイジェリアにおける高齢者に対する介護

BOX 5.1
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設共同パイロット調査によると（268）、独り暮らしや配偶者との二
人暮らしの人は少なく、この結果は本プロジェクトの集団ベース
の評価フェーズでも確認された（３）（表5.1）。実際に大部分の低・
中所得国（LMIC）の国では、認知症の人のうち１/３～２/３が
複数世代の家族（16歳未満の子どもを含む）と同居していた（３）

（表5.1）。家族の構成人数が多いと、おそらく介護の責任が共有
できるために介護の負担感も減り（268）、原則的に主たる介護者
は休息の恩恵を受けることができる（ナイジェリアの状況をBox 
5.1に示す）。人口動態、社会、経済の傾向が、LMICにおける拡
大家族の親戚関係、介護の利用可能性、介護を行う意欲に影響を
及ぼすことは避けられない（チャプター３参照）。将来的に、高
齢者にとっての家族介護者のネットワークは狭くなる可能性があ
る（269）。

家族介護者は何を行うのか？
家族介護者は、自宅の中で認知症の疾患経過にあわせたさまざま
な対処を行わなければならない。一般的に疾患経過が進行するに
つれて支援レベルは増し、手段的日常生活動作（家事、経済的・
社会的活動）の支援に始まり、日常生活の介護、さらに最終的に
は、ほぼ常時の見守りが必要な状況になる。ニーズの範囲およ
び必要とされる介護の種類とそれらの経時的な変化は、臨床上の
プロファイル（認知しょうがいと行動・心理症状の種類および重
症度、これらは認知症のサブタイプによって異なる場合がある）、
合併する身体的・心理的問題、認知症の人の慣習や習慣、性格や
人間関係などの多くの因子に依存している。早期から後期にかけ
て認知症が進行するに従い、認知症の人にみられることの多い症
状を表5.2に示す（272, 273）。これは、これらのしょうがいが認知
症の人に及ぼすと思われる影響と、それに伴って変化する介護者
の役割を示すものである。なお、これは認知症の経過の一般的な
説明であることに注意が必要である。症状の特徴は個人で大きく
異なり、認知症に至った疾患内および疾患間でも大きく異なる。
したがって、介護者の役割もこれに伴い変化する。

認知症の介護は難しく、時間、労力、時には肉体的労力が介護者
には必要である。この疾患はゆっくりと進行するため、家族は長
年にわたり介護を行い、長期間にわたり過度なストレスを受け続
けることが多い。このような過度なストレスによる影響は、休息
期間のない長時間の介護を行うことに伴う慢性的な疲労によって
増強される。

疾患の後期では、認知症の人がコミュニティ内に居住し続ける場
合、通常、介護者には介護専門職による援助が必要になる。この
ことは、介護に肉体的重労働を伴う場合や、介護者が可能な限り
長期にわたり自身の役割を果たし続けることを目的として、リフ
レッシュのために休息を取る必要がある場合に特に当てはまる。

介護に対するモチベーションは何か？
介護に関する文献のほとんどは、介護のマイナス面に着目する傾
向がある。ストレス対処のためのリソースが不十分であるとき
に、人々は負担を感じる。したがって、インフォーマルケアを提
供する多くの家族と友人が自分たちの役割に誇りをもっており、
多くのポジティブな面を認識しているということを文書化するこ
とが重要である。介護にやりがいを感じる人もいれば（274）、意義
や自己効力感が得られる人もいる（275）。カナダの調査では、介護
者の全国代表サンプルのうち80%の人が、自身の役割と関連し
たプラス要因を特定しており、人とのかかわり（23%）、充足感

（13%）、喜び（13%）、QOLの提供（６%）、意義（６%）など
が挙げられた。

思いやりは、認知症の人の介護者にモチベーションをもたらす重
要な因子である（276）。EUROFAMCARE調査においては、介護
のモチベーションとして「感情的な結びつき（愛情と思いやり）」

（57%）が最も多く挙げられ、これに続いて「義務感」（15%）、
「個人的な恩義」（13%）が続いた。本調査では、介護をする以
外に「他の選択肢がない」と回答した介護者はわずか３%であっ
た（265）。別の調査では、配偶者の介護は夫婦間の義務として当然
であると考えられており、配偶者である介護者は介護に対して肯
定的な感情を持っていることが示された（277）。LMICの多くでは、
子としての義務や責務が介護の主要なモチベーションとして報告
されている。このような場合、主たる介護者は特定の文化の規範
に従い決定されることがある。アフリカの報告では、アフリカの
人々が多くの子どもをもつ理由の１つとして、子どもを社会保障
の一形態としてみなすという考えが挙げられている（278）。子ども
により提供される介護は単なる義務ではなく、高齢の両親に報い
る道徳的な責務とみなされる（279）。インドで行われた定性的研究
では、７人の介護者が、認知症の親族の世話をすることによって
自身の義務を遂行していると感じており、６人はこのような苦難
に立ち向かうのは自身の運命であると述べていた（280）。
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介護の成果とは？
認知症の人へのサービス提供にかかわる人々は、ある人が認知
症と診断されたときには別の患者も生まれつつある（家族介護
者）と述べることが多い（281）。このことは、認知症の人の長期
介護体制の中でも重要なリソースである主たる介護者のニーズ
に対して、平等な優先性を与えることの必要性を再認識するう
えで重要である。認知症の人の介護は、介護者の心理的健康（282, 

283）、身体的健康（284）、平均余命（285）、QOL、経済的保障のすべ
てにマイナスの影響を与える可能性がある。認知症は、家族力
動（family dynamics）や家庭内の役割機能に深刻な影響、時に
は有害な影響を及ぼす。伝統的な社会における大規模な複数世代
にまたがる家族であれば、認知症に十分対処することができ、介
護者の負担感も比較的少ないと考えられることが多い。しかし、
10/66認知症研究グループによるLMIC（アフリカ、ラテンアメ
リカ、中国、インド）の25ヵ所で行われたパイロット調査では、
介護者が感じる負担感はヨーロッパや北アメリカの調査で典型的
に確認された負担感と同様に高いことが示された（268）。西側諸
国の研究で特定された主要なストレス要因は、疾患の性質に対す
る大きな認識不足、およびこれに伴い介護者につきまとう偏見や

非難によってより一層悪化することがある。これらの側面の一部
は、10/66認知症研究グループがナイジェリアのアナンブラで
実施したパイロット調査の参加者のコメントの中で説明されてい
る。これは、２児の母親である42歳の既婚女性が介護者として
認知症を患う自分の母親を介護している状況に関して述べたコメ
ントである（271）。

「母はいつも家の外に出ようとし、自分の家に帰りたいと言って
身の回りの物をすべて荷造りして帰宅しようとする。時には自分
の「赤ちゃん」を探そうとする。私が母を引きずって連れ戻すと
き、いつも周りに人が集まってじろじろ見るので非常に恥ずかし
い。周りの人は母が発狂していると思っているのだろう。兄（弟）
は手助けしようと家政婦を雇ってくれたが、母が頑固であるため
に、家政婦が母をひどく叩いていることを隣人が教えてくれた。
そこで母を自分の家に連れて帰ったが、どうすれば良いのか分か
らない。子どもたちは、今は休暇中だが、まもなく学校が始まり
困ったことになる。母と同居するようになり、買い物に出かけ
ることもできない。家に母を置いて鍵をかけて出かけることもあ
る。母を治療する薬が欲しい。助けてくれる人も必要である。そ
れでも、自分の母を介護することは当然と考えている。」

認知症の段階 認知症の人にみられる一般的な変化 介護者がすること

早期 ・物忘れが始まり、直前に発生した事柄について特に忘れやすくなる
・言葉が出てこないなど、コミュニケーションが一部困難になる
・よく知っているはずの場所で迷子になる
・時間（日にち、月、年、季節など）が分からなくなる
・意思決定および金銭管理が困難になる
・複雑な家事の遂行が困難になる
・気分および行動に以下の変化がみられる：

－活動性および意欲が低下し、活動および趣味への関心が失われる
－気分の落ち込みまたは不安などがみられる
－時折、異常な怒りまたは攻撃性を示す

家族が変化に気づき、本人に診察を受けるよう促す（診断前の段階）

介護者が、自身の介護上の役割を認識する（多くの場合、診断の結果
を受けて）

・診断後、本人が落ち込んでいるときあるいは不安に感じているとき
に、感情面を支える

・本人の参加と自立を維持するため、行事、職務、その他の事項につ
いて本人を促し、思い出させる

・手段的日常生活動作（金銭管理、買い物など）を補助する

中期 ・極めて忘れやすくなり、特に最近の事象および人の名前を忘れる
・時間、日にち、場所、事象の理解が困難になる。自宅内およびコミュ

ニティ内で迷子になる。
・コミュニケーションがますます困難になる（発話および理解）
・身の回りのケアに介助を要する（排泄、入浴、更衣）
・食事の準備、料理、掃除、買い物を問題なく遂行できない
・相当な支援がないと独りで安全に生活することができない
・行動の変化として、徘徊、質問の繰り返し、叫び声、後追い、睡眠

しょうがい、幻覚（実際に存在しない物が見える、または音が聞こ
える）が現れる

・自宅内またはコミュニティ内で不適切な行動をみせる（脱抑制、攻
撃など）

介護者は、見守りとしての役割を認識する

・理解を助けるための伝達方略（コミュニケーションストラテジー）
を利用する

・パーソナルケアの遂行を補助する
・食事の準備、適切な更衣などの、その他の日常生活動作を補助する
・行動しょうがいおよび不適切な行動に対応し、これらを管理する

後期 ・通常、時間と場所を認識できない
・周囲で何が起こっているか理解することができない
・親族、友人、見慣れた物を認識できない
・介助を受けずに食事が取れない。嚥下に困難を伴う
・身の回りのケア（入浴および排泄）の介助の必要度が高まる
・尿失禁および便失禁がみられる
・可動性が変化する。歩行不能になるか、車椅子生活または寝たきり

になる
・行動の変化が進行し、介護者への攻撃、非言語的な激越（足で蹴る、

たたく、叫ぶ、うめく）がみられる
・自宅内を独りで歩くことができない

被介護者は完全に要介護の状態となり、ニーズや要望を伝える能力が
失われるため、介護者に相当な要求が課される

・24時間体制で介護、支援、見守りを提供する
・飲食の完全な介助を提供する
・完全な身体的介護（入浴、排泄、更衣、移動）を提供する
・行動を管理する

表5.2　認知症症候群の人にみられる一般的な症状および介護者が実施する活動
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介護者

介護者の人口統計
学的因子

・家族介護者
・配偶者による介護者（特に年齢の若い患者の場合）
・被介護者と同居する介護者
・低所得の、または経済的負担を抱える介護者

介護者の性格 ・高レベルの神経症的傾向
・高い感情表出

介護者による介護
の役割の認識と経
験

・役割における自信の低さ
・高度な「役割拘束」（介護者が、役割自体に囚われて

いるように感じる可能性がある）

対処方法 ・感情に基づく、または対峙的な対処方法

認知症の人

認知症のタイプ ・前頭側頭型認知症

重症度 ・認知症の行動・心理症状（特に無感情、易刺激性、不安、
うつ病、妄想的な信念）

・認知しょうがいは、必ずしも介護者の負担を伴わな
い

関係性の因子

親密度 ・関係の質が低い
・過去または現在の親密度が低い

表5.3　介護者の負担に関連する因子（3）

介護者の負担感
介護者には複数の仕事が要求される。介護に費やさなければなら
ない時間、介護が必要な範囲、日常的に対応しなければならない
行動・認知・心理症状の多様性と強度は主要なストレス要因と
なることがある（259）。副次的なストレス要因には、役割の負担
感（子どもの世話、仕事、高齢の認知症の人の近親者の介護と
いった、競合する要求の管理など）があり、これらは抑圧された
反抗心につながる可能性もある。主たる介護者に課された状況の
性質および要求の範囲に対する共有意識の不足や、介護の責任が
共有されていないという考え、あるいは介護に関連する経済面で
の意見の相違によって、家庭内で摩擦が発生する場合もある。ま
た、介護者は過酷な役割の性質上、社会的に孤立するリスクがあ
る（286）。SchulzおよびMartireによるストレス/健康モデル（259）

では、ストレスに対処するためのリソースおよび外部からの支援
を、主要および副次的ストレス要因が介護者の負担感と介護者の
病的状態（心理的および身体的に有害な健康上の転帰）に及ぼす
影響の調節因子としてみなしている。介護者のリソースとより広
範囲のネットワークのリソースが不十分になれば、介護者の負担
感と病的状態が生じる。

表5.3に示すとおり、過去の研究において、介護者による負担感
の範囲の重要な決定因子として、介護者の因子、認知症の特定の
臨床像、介護者と被介護者の発症前の関係が一貫して特定されて
いる（３）。

介護者の負担感および病的状態につながるこれらの経路の大部分
は、教育、情報提供、研修、心理的・実践的支援を重視した介入
によって対処することができる（表5.5）。

インドのバンガロールで10/66認知症研究グループのパイロッ
ト調査に参加した認知症の人の介護者４人のコメントの中で、介
護者が経験するプラス面およびマイナス面、およびこれらの影響
の一部が果たす役割について言及されている（Box 5.2）（271）。

心理的影響
認知症の人の家族介護者は、大うつ病や不安しょうがいなどの情
動しょうがいに罹患しやすい（285, 287）。認知症の人の介護者にお
ける大うつ病を報告した調査の系統的な文献検索を行ったとこ
ろ、790人の介護者を含む10調査が特定され、このうち176人

（22.3%）にうつ病が確認された（有病率：15～32%）（287）。認
知症の人の介護者における不安しょうがいに関するデータは少な
いものの、介護者の３人に１人が不安しょうがいに罹患している
ことが示唆された（288）。抑うつや不安の症状の有病率はさらに高
く、介護者全体の１/２～３/４に認められている（287, 289）。女性
の介護者は、男性に比べ、抑うつや不安の症状を発現する割合が
高く、生活の満足度が低かった（290, 291）。情動しょうがいのリス
クは長年の介護にわたり存在し続け、被介護者の他界により介護
が終わった後にも続く場合がある。

アフリカ、ラテンアメリカ、南アジア、東南アジアにある
10/66認知症研究グループの参加施設のうち24ヵ所で実施され
たパイロット調査により、認知症の人の介護者706人の心理学的
なしょうがいの重症度は、高所得国でみられる重症度と同等以上
であることが確認された（268）。同調査において、被介護者に認知
症の行動・心理症状がみられることと介護者の負担感との間には
強い関連性があることが示された（271）。介護者の報告から、さま
ざまな原因による認知症の行動・心理症状の管理に関連した負担
感、他の家族から十分な支援を受けずに介護を行うことの身体的
および感情的な負担感、介護のために仕事を減らすことによる経
済的な負担感が挙げられた。
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介護者１
（28歳の既婚男性、父親の介護）
父は私たちの名前を忘れることがあり、これが困難な点であ
るが、他には介護上の問題はない。父がこの年齢で認知症
になったことに心を痛めている。皆、父の問題を理解して
いる。家族や友人は親切で、家に立ち寄ってくれることも多
く、何をすべきかについても助言してくれる。今のところ大
変なことはない。介護は私の妻と２人で何とかやっている。
父はこれまで我々や子どもの面倒を大変よくみてくれたの
で、父の介護ができることは私にとっての喜びである。父に
尽くす機会は神によって与えられたのだと思う。

介護者２
（23歳の既婚女性、２児の母。遠い親類の介護）
彼女には徘徊行為、道で物を拾うこと、尿失禁があるため介
護は難しい。常に誰かが付き添わなければならない。皆、非
常に親切で、彼女と一緒に誰かの家を訪れることもできる
し、彼らが我が家を訪問することもある。彼女が外を徘徊
しているときには誰かが必ず連れて帰ってきてくれる。隣人
や他の家族を含め皆が支援してくれるので、援助は不要であ
る。私たちは彼女の子どもであるから、介護するのは当然で
ある。

介護者３
（48歳の未婚女性、父親の介護）
社会参加が難しい。人を我が家へ招くことが難しい。父は夜
中眠らず、失禁する。母は父の世話をしなければならない。

家から逃げ出すことがよくある。家族は私たちが病気の原因
であると考えており、私たちに起こっていることの責任はす
べて私たちが取るのが当然だと思っている。我々の家族以
外、他人が父をどう思っているか良く知らないし、気にもし
ていない。今のところ父の介護は可能である。母は、父の問
題によって自分が責められることになるので、（援助を頼む
ことを）あまり良く思っていない。誰にも支援を頼まない方
が良い。有料での援助があれば明らかにその方が望ましいと
我々は思っているが、現在のところは、母が他人に父の世話
を頼むことを拒否しているために、これは選択肢に入ってい
ない。介護が負担であると感じている。父としても夫として
も、私たちはこれまで彼に何もしてもらっていないのに、彼
の面倒をみないといけない。

介護者４
（55歳の既婚女性、父親の介護）
父は私と口論し、ひどい言葉を使い、私を叩き、家から出て
行くため、連れ戻しに行かなければならない。父は発狂した
人のようにふるまうため、周りの人は、発狂しているから病
院に連れて行くべきだと私に言う。子どもたちは父の問題が
理解できていない。誰も私を助けてはくれないが、私の子
どもたちは少し助けてくれる。有料で援助してくれる人がい
れば良いのにと思う。父の介護をする人は他におらず、私だ
けである。誰も手伝うことはできない。私は怒っていない。
怒っても無駄だと思う。私が介護しなければならない。

出典：参照文献271

インドの介護者の声

BOX 5.2

身体的な健康に及ぼす影響
認知症の人の介護者の自己報告によると、介護者は、介護者では
ない人と比べ、健康状態が悪く、主観的な幸福度やQOLが低い。
また、介護者は、肥満、メタボリックシンドロームのリスク増加

（293）、ストレスホルモン高値、免疫応答不全、抗体不全、より高
頻度の薬剤使用、より大きな認知機能低下といった、健康状態の
悪化を経験している（293, 294）。

SchulzおよびMartire（259）により、認知症の人の介護者である
ことによる健康上の影響がレビューされており、予防的保健行動
の低下（295）、免疫低下（296～298）、高い心血管反応性（299）、創傷治
癒の遅延（300）が示された。また、エビデンスに基づき、介護者
では、重篤な疾患（297, 301）および死亡（285）のリスクが高まるこ
とが示唆された。

経済的な影響
認知症の介護は、適切な支援がない中でのフルタイムの労働にな
ることがある。介護者は介護のために、退職、業務量の軽減、負
担の少ない仕事の選択を余儀なくされることもある。

2010年にアメリカでは、ほぼ1,500万人の家族介護者およびそ
の他の無償の介護者によって、170億時間という時間が認知症の
人の介護に費やされた。これは2,020億米ドル以上に値する（302）。
世界で公表されている文献の系統的レビューにより、認知症の介
護による世界的経済への影響が詳細に予測され、結果が2010年
世界アルツハイマーレポートで報告されている（７）。インフォー
マルケアのインプット（１日あたりの時間）の要約を表5.4に示
す。特定の地域で推定値が得られない場合、類似した特性を有す
る近隣地域からの値で補完した。介護者の時間は以下のように定
量化した。
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表5.4

・食事、更衣、入浴、排泄、整容、移動などの基本的ADL（パー
ソナルケアとも称される）の補助

・IADL（買い物、食事の準備、移動手段の利用、金銭の管理）
についても考慮した、複合的なADLの補助

・行動症状の管理や危険な事象を予防するための見守り

表5.4に示すとおり、介護者は１日に平均3.6時間を日常活動の
補助（基本的ADL＋IADLの介護のインプット）に費やしている。

介護者への介入
介護による個人的、社会的、健康上の影響に関するエビデンスが
蓄積されつつあることから、介護のストレス低下を目的とした介
入試験が行われている。

介護者への介入のデザインの基盤となる支配的な理論モデルは、
ストレス/健康モデルである（259）。このモデルに従うと、介護者
にとっての主要なストレス要因は、認知症の人の認知しょうがい
の程度、被介護者による行動上の問題の発生頻度、身体的補助に
費やされる１週あたりの時間数、保健医療システムの舵取りの必
要性に応じて異なる。介護者にとっての副次的なストレス要因
は、介護提供者にとって明白でないこともあるが、働く機会の喪
失や家族間の摩擦などが挙げられる。主要ストレス要因と副次的
ストレス要因は、いずれもストレスの自覚をもたらし、最終的に
病的状態や死亡に至る可能性もある。したがって本モデルでは、
介護者への多面的な介入法が推奨されている。これには、認知症
の人に焦点を合わせることによって、結果的に介護者の主要スト
レス要因を軽減させる介入（問題を引き起こす行動の抑制など）、
社会的支援およびリソースの利用可能性に関する介護者の知識を
高めることによって、適応能力を強化する介入、介護者の行動に
対するアプローチによって、ストレス要因に対する行動上の反応
性を改善する介入が含まれる。

主に高所得国で実施されている多くの試験では、介護者への介入
による広範囲にわたる有益性について検証が行われており、系統
的レビューやメタ解析も行われている（283, 303～307）。最近実施さ
れたレビューでは、心理的および心理社会的な介入の有効性や
有用性に関するエビデンスが評価されている（307）。これらの試
験では、介護者への情報提供や教育、心理教育的な研修（心的状
態の自己管理に対するものなど）、対処能力に関する研修（アシ
スティブテクノロジーの導入など）、支援グループ、主たる介護
者・家族へのカウンセリング（対面、電話、テレビ会議）、心理
療法（認知行動療法）、レスパイトケア、複数要素から成る介入
試験などの、広範囲にわたる介入プログラムが網羅されている。
このレビューでは、薬剤を使用しない治療法が、「認知症の人と
介護者の両者の転帰やQOLを改善するうえで、有用、多用途、
かつ費用対効果の高いアプローチとして浮上した」と結論してい
る。表5.5に、検討された各種介入の要約を示す。

各種介入の効果は一般的に中程度であり、変動も大きいが、介入
によって介護者の負担感、うつ病、主観的な幸福感に対してプラ
スの効果が認められたとする試験もあった（283, 304, 329, 330）。１件
のレビューによると、心理教育的な介入法がうつ病の抑制に最も
効果的であった（283）。こうした介入は、一部の介護者では、苦痛
の緩和に対して重要かつ有用な役割を果たすと考えられる。これ
らの介入は、介護者のニーズ、リソース、既存のサービス利用の
能力を綿密に評価した後に開始した場合（331）、さらに、認知症が
悪化していく経過を通じてサービスに対するニーズがどのように
変化していくかという点に十分に配慮した場合に、最も効果的と
なる可能性が高い。
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介護者への介入が被介護者の介護施設入所に関して有益な効果を
もたらすことが、明確かつ直接的に立証されている。Brodatyら

（304）は、メタ解析の中で、介護者への介入によって認知症の人が
介護施設に入所する時期を遅らせることが可能であると結論して
いる。この報告によると、認知症の人を関与させた介入ならびに
複数要素から成る介入では、入所遅延の成功につながる可能性が
高かった。10件の無作為化比較対照試験に対する系統的レビュー
では、介入によって、介護施設入所の併合オッズが40%低下す
ることが示された（306）。有効性の認められた介入は、構造化さ
れており、集約的であり、複数要素で構成されており、介護者が
サービスや支援を選択可能な介入であった（283, 306）。Mittelman
による試験では、疾患経過の早期に介入が開始された場合、介護
施設の入所に関して、より大きな効果が得られることが確認され
た（310）。高所得国において良質なコミュニティを重視した介護へ
の移行を確立するためには、介護者の負担感を増加させずに介護
施設の利用割合を低下させるような介入が重要である。

介護施設への入所を遅らせるための介入による経済的な有益性に
ついても評価されている。アルツハイマー病の早期診断、アセチ
ルコリンエステラーゼ阻害薬による治療、介護者への介入実施に
ついて、アメリカで費用便益分析が実施された。この結果、早期
介入によって介護施設入所を遅らせることができ、医療費を削減
できる可能性もあることが示された。また純便益は、認知症が早
い時期に特定され、介護者への介入プログラムが実施された場合
に最大となった。

重要な点は、さまざまな民族、人種、文化、言語の背景を有する
介護者の間で一貫して、介入の有用性が得られるかどうかという
点である。上記のプログラムの大部分は、高所得国でしか使用
されておらず、一部の介入はアメリカでしか使用されていない。
と は い え、REACH（Resources for Enhancing Alzheimer’s 
Caregiver Health、アルツハイマー病介護者の健康増進ための
リソース）プログラムは、文化的に調整したバージョンが中国、
香港特別区（SAR）で比較対照試験として実施されている（332）。
別の試験では、有用性が立証された心理社会的な介入は、概して
低コストであるため、低・中所得国（LMIC）でも安価に実施で
きると示唆している（コストは主に関与する人々の労力に関連す
る）（307）。

介護者への介入に関する文献はLMICからも報告されている。
Diasら（235）は、インド・ゴアの認知症介護者に対する「Helping 
Carers to Care（介護のための介護者の援助）」の在宅介護プロ
グラムの有用性を報告している（Box 4.9）。本試験では、カウ
ンセラーや精神科医による監督を受けている在宅介護アドバイ
ザーで構成されるチームによって地域密着型の介入が提供され
た。この介入では、認知症に関する情報提供、行動管理における
ガイダンス、１回の精神的評価、必要に応じた抗精神薬治療を介
した介護者の支援に焦点が当てられた。介護者の負担感は大きく
軽減し、介護者のメンタルヘルスも改善した。本試験では、地域
で利用可能な低コストの人材利用を重視した、認知症の人の介護
者に対する自宅ベースでの支援は実行可能・容認可能であり、介
護者のメンタルヘルスおよび介護の負担を有意に改善させると結
論された。その後、10/66認知症研究グループの研究者は、ペ
ルーおよびロシアで無作為化比較対照試験を実施し、本介入の有
用性を検証した（201, 236, 238）。これらの結果からも、同じ介入に関
する高所得国での試験で一般的に認められる結果と比べ、介護者
の心理的な病的状態や負担感に対する効果は、はるかに大きいこ
とが示された。

介入 簡単な説明 主な出典

個人および家族のカウンセリング 介護者のうつ病治療およびストレス管理のため、研修を受けた提供者によって
個人および家族カウンセリングが提供される。臨時の電話相談も利用できる。

参考文献
308～312

心理教育的プログラム1、例：
・介護への対処
・知識豊富な介護

介護者は、構造的様式を用いて介護の需要とストレスに対処するための行動
的・認知的スキル一式の教育を受ける。

参考文献
307、
314～317

専門的スキルの研修、例：
・行動管理
・STAR-C （Staff Training in Assisted-living Residences-

Caregivers、介護施設のスタッフ研修-介護者用）
・住宅改善

住宅改善、認知症の人の困難な行動の管理と不満への対処、睡眠しょうがいの
管理、ストレス緩和のための運動推進など、介護に関連した特別な事項に研修
の焦点を合わせる。

参考文献
318～324

複数要素から成るプログラム（すなわち、REACH II （Resources 
for Enhancing Alzheimer’s Caregiver Health II、アルツハイ
マー病介護者の健康増進のためのリソースII）） 2

介護者がストレス、行動介入、電話支援グループへの電話、地域の各種リソー
スへのアクセスを管理するための個別化計画を策定する目的での自宅訪問から
成る複数要素プログラム。

参考文献
325、326

心理療法/認知行動療法 臨床的うつ病またはその他の重大なメンタルヘルスの問題を抱える介護者の治
療への認知行動療法の利用。

参考文献
327、328

１ 心理教育的研修プログラムおよび/または行動管理を用いた研修プログラムは、オーストラリア、インド、スペイン、英国、およびヨーロッパの他の地域で使用されている。
　世界の他の地域でも取り組みが進行中である（中国、香港特別区など）。
２ REACH IIの適用については、現在、米国の多くの地域で、普及のための試験が進行中である。

表5.5　家族介護者のための有効な介入の例
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モーリシャス共和国では2010年１月から「介護者の戦略
お よ び 活 動 計 画（Carer’s Stratedy and Action Plan、
CSAP）」が開始されている。

モーリシャスは、人口1,300万人のうち高齢者が156,700
人（全人口の12.7%）であり、この割合は2040年までに
20%に増加すると推定されている。現在の平均余命は男性
70歳、女性78歳である。高齢化現象や産業化経済の到来の
ため、しょうがいに対する介護を必要とする人の数は増加し
ている。

CSAPのねらいは、５年間に数千人規模のフォーマルな介
護者の人材を確保すること、および現在、社会保障、国家
連携、制度改革省（Ministry of Social Security, National 
Solidarity and Reform Institutions）から介護者給付金を
受給している25,000人程度のインフォーマルな介護者に対
して必要な研修を提供することである。

「Carer’s Stratedy」の具体的な目的は以下のとおりである。
１．研修を受けたフォーマルな介護者を確保し、愛する人を

介護する家族からの有給介護者の需要に対応する。

２．インフォーマルな介護者に対し基本的な研修を行い、こ
れらの介護者が家族に対してより良質の介護を提供でき
るようにする。

３．インフォーマルな介護者に対してレスパイトケアのサー
ビスを提供し、これらの介護者が教育、社会的、コミュ
ニティのプログラムに参加できるようにする。

４．インフォーマルな介護者が、家族内での介護の役割と雇
用ニーズとのバランスを取れるようにする。

５．意思決定における介護者の見解を表すための基盤を介護
者に提供する。

この戦略には５年間の活動計画も付随する。

社会保障当局およびモーリシャス衛生研究所（Mauritius 
Institute of Health）は、フォーマルな介護者の研修を開始
しており、理論と実践から成る９ヵ月間の研修プログラムが
行われている。重度のしょうがいを抱える高齢者のための専
門センターで業務ベースの実地研修が実施されている。

社会保障当局の医療部門（Medical Unit）によって、イン
フォーマルな介護者に対する年間約10コースの研修が組織
化されており、約50人が各３日間のコースに参加している。

進行状況をモニターし、CSAPを確実に実行するために、さ
まざまな関係者（省庁、経営者団体、NGO、その他）によ
るモニタリングの仕組みが設置されている。

フォーマルな介護者の専門性は高まっていると考えられる。
これは、適切な動機と思いやりをもつ人の重要な雇用源とな
り得る。

出典：参照文献349

モーリシャスの介護者戦略（Carer’s Strategy）

BOX 5.3

この他、今後の例として、香港SARや台湾を含む中国で認知症の
人と家族介護者を支援するために予定されているサービスおよび
インフラストラクチャーがある（333）。中国の社会では、現在も子
どもと家族が家族内の認知症の人にとって最も信頼性の高い介護
源とみなされているものの、親孝行に関する伝統的な意識は失わ
れつつあり、より公共的なリソースのニーズが認識されている。
Thompsonらは、「どのようにすればこのようなサービスが最も
有益となるのか？」、あるいは「最大の効果を得るためには介護
プロセスのどの段階でサービスを開始するべきか？」といった疑
問を解明するのに十分なデータが、政策立案者およびサービス計

画者には必要であると提言している（334）。初回診断から終末期の
介護に至る介護全体にわたって介入を実施し続けることが重要で
ある。重要な点は、有用性についてのエビデンスが十分に存在し
ているにもかかわらず、評価研究が既に実施されている保健シス
テムをスケールアップさせた成功事例はこれまでのところ得られ
ていないということである。今後の研究では、スケールアップの
プロセスを理解するため、実施に焦点を当て、障壁を特定し、こ
れに対処し、さらに費用対効果における一層のエビデンスを得る
必要がある。
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コミュニケーション技術および補助技術の進歩
コミュニケーション技術を用いた介入アプローチの範囲は経験的
に研究されており、認知症の人の家族介護者のQOLの改善に有
用であることが示されている。最も多く用いられ、研究が行われ
ているものは、電話やテレビ電話を介した専門医によるカウンセ
リングや支援サービスである（335）。ビデオベースの心理教育的な
介入も、ストレスレベルの低下など、介護者のメンタルヘルスを
改善させることが認められている（336）。

インターネットの利用度は急速に高まっており、新たな支援の方
向性がもたらされている。認知行動療法などのエビデンスに基づ
いた治療プログラムの利用において、インターネットは適切な技
術となり得る。また、インターネット利用の別の可能性として
は、ソーシャルメディアネットワークも挙げられる。これによっ
て、介護者間のネットワークが構築でき、多様な情報源の情報
を利用することが可能となるが、信用性が問題となることもあ
る。最近設立されたバーチャルコミュニティのPatientsLikeMe、
QuitNet、CureTogetherも、情報源を求める家族介護者にとっ
て有用な場となっている。

補助技術は、認知症の人の自立した生活を維持し、安全性と自立
性を改善し、認知症の人と家族介護者の安心感を高めることによ
り、QOL向上を支援することを目的として利用されるツールで
ある（335, 337, 338）。これらの事例としては、徘徊を予防するアラー
ムセンサー、ガスやストーブを消すセンサー、錠剤が決められた
時間に服用されないと介護者にツイート、メッセージ、Eメール
などで知らせる機能のついたピルケースなどがある。技術の進歩
に伴い、これらの数はさらに増えると予想される。

インターネットのような革新的な技術によって、エビデンスに基
づく介入やその他のプログラム・サービスが、居住場所によらず
容易に利用・アクセスできるようになり、介護者に有益性がもた
らされている。しかし、特に低・中所得国（LMIC）の農村地域
や遠隔地域に住む介護者、あるいは少数民族の介護者にとって
は、このようなプログラムへのアクセス性や分布の点で不均衡性
が存在している（339）。これらの技術はニーズを満たし重要な情報
を得るうえでの一助となるが（337, 339, 340）、その一方で介護者の支
援において熟練した援助の必要性が存在することを軽視してはな
らない。

Powellらは、家族介護者を支援する技術の系統的レビューの中
で、新たな技術に対する多くの優れた面が示されたが、本結果の
全体的な解釈には注意が必要であると結論している（341）。技術
による効果は、介護者のさまざまな性質（負担の初期レベル）に
よって大きく異なることが判明した。プログラムの設定に関する
研究および評価をさらに実施し、技術の活用による有益性と費用
対効果を評価しなければならない（338）。

介護者への介入の実施：重要事項
高所得国や、より裕福な国内地域においては、高度の技術を有す
る専門スタッフが関与するプログラムは実行可能であり、大規模
な展開も可能である。一方、LMICの多くの地域では、10/66認
知症研究グループによる上述のプログラムのように、スペシャリ
ストではない保健・社会ケアの従事者に対して専門的な技術研修
を行うことの方が現実的であり、利用の可能性も高まる。

全般的に、介護者への介入の実施に関連したいくつかの重要な要
素については、研究者とサービス提供者の間で意見が一致してい
る。

・ニーズ、長所、短所、利用可能なリソースを明確に評価するた
め、何らかのサービスが推奨される前には、包括的な評価を行
うことが強く推奨される。さらに、この評価結果を介入選択の
指針として用いるべきである。

・プログラムのスタッフ/評価者は、特定地域で利用可能なサー
ビスおよびリソース、ならびに介護者の適格基準や費用（ある
場合）を熟知しておく必要がある。このようにすることで、適
切な照会が可能になる。

・プログラムが包括的な場合、あるいは広範囲のサービスを提供
する場合には、介入を提供するために研修を受けたスタッフが
いなければならない。

・介入の成果を評価するべきであり、頻回に評価を繰り返すこと
が望ましい。このようにすることで、進展が認められない場合
に調整を行うことが可能となる。

・介入を実行する方法には柔軟性をもたせるべきである。このよ
うにすることで、それぞれの介護者が抱える極めて多様な特定
のニーズに合わせて介入を個別化することが可能になる。

介護者への介入については、その有効性のエビデンスが得られて
いるにもかかわらず、このようなアプローチをスケールアップす
るための研究資金が不足している。将来的な疾患コントロールの
ためには、認知症に対するより効果的な治療法を発見することが
不可欠であるものの、現在認知症とともに生活している人々と家
族に対して支援を提供することも同様に重要である。
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介護者サービスの利用における障壁
介護者支援サービスを利用する際の障壁は、認知症に適した保
健・社会サービスの利用において特定された障壁と概ね同じであ
る、これらの障壁として、診断と治療に対する否定的な態度、適
切な研修を受けた保健従事者の不足、サービスをスケールアップ
するためのインフラストラクチャーの不足、認知症は自然な老化
現象の産物とする考えや偏見に起因する援助要請の低さ、公共政
策の不足、認知症のサービス・研究・教育研修に対する資金不足
が挙げられる。

また、介護者には、介護者自身へのサービスを要請するにあたっ
ての障壁も存在する。低・中所得国（LMIC）の多くの国には、
家族介護者が定期的に利用できる支援サービスはない。高所得国
でさえも、介護者の役割の認識不足、認知症の理解不足、介護に
おける文化的影響といった、介護者のためのサービス利用に対す
る障壁が存在する。

役割の認識
家族は自らを介護者と考えていない場合が多く、介護者としての
役割における自身への支援サービスを求めようとしない。このよ
うなサービスを求めている人も、多くの場合は、これらのサービ
スが散在しており、調整がはかられておらず、自身のニーズに適
したものではないと考えている（342）。医療保険政策では通常、介
護者への支援サービスは対象とされない。認知症の人の介護者
は、断片化された介護システム、リソースについての理解不足、
介護提供の精神的な負担に加えて、認知症の偏見に直面する。介
護者と政策立案者は共に、介護者の役割の重要性と尊厳を認識す
る必要がある。

知識の不足
認知症に対する知識不足など、知識の不足もサービス利用度が低
いことの一因である（343～346）。十分なヘルスリテラシーに必要と
される一連の技能（指示に従い、症状を認知し、適切に対処でき
るようにするため、明らかに十分に医学用語や情報を理解するな
ど）は、生涯にわたって育成される。介護者のヘルスリテラシー
が低いと、介護者の態度や行動に影響が及ぶ。

介護に対する文化的なアプローチ
研究が実施されている大部分のアジア圏（中国、韓国、マレーシ
ア）の文化では、家族が認知症の高齢者に対するすべての責任
を負うのが一般的である。これは、「面目を失う」ことをおそれ、
ごく身近な家族以外の人と認知症やこれに関連する介護の問題に
ついて話しあうことに抵抗感があるという文化に関連している可
能性がある。このような考え方は往々にして、必要性が極めて高
い場合でさえも外部からの援助を拒否するという結果をもたらす

（345～347）。このような対処アプローチは、介護者への社会的・精
神的な支援の少なさにつながる。このようにして、認知症がどの
ようなものであるかを認識することができず、サービスを利用で
きなくなるという悪循環が生み出されている。

介護の強化
被介護者のQOLの維持と、最も費用対効果の高い長期介護モデ
ルの提供の双方において、介護者が重要な役割を果たしている点
を考慮すれば、適切かつアクセス性の高い支援構造が極めて重要
となる。

介護を強化する３段階のアプローチを以下に示す。

・情報、リソース、研修：情報のニーズには、認知症の特性と経
過の理解、ならびに家族にとって利用可能なリソースの理解、
さらには認知症の人の介護方法や、行動症状の予防・対処方法
に関する研修が含まれる。

・支援および休息：介護者の支援方法には、カウンセリングや長
期的支援、本人と介護者の二者への介入、介護者の静養、レス
パイトケア（チャプター４参照）、認知症の人を含む家族の会
合など多数の方法がある。最良かつ有望な方法を重視し、良好
な結果が得られ、再現性がある戦略を実行することが緊急的に
必要である。

・財政面での支援：介護者は役割を十分に果たし、長期にわたり
これを維持するために経済的な援助を必要としている。日本の
長期介護保険（Box 3.6）などのように、世界では、いくつか
のモデルが実施されている。チャプター３で論じたとおり、介
護者への給付金に加えて、認知症の人に対するしょうがい給付
金や社会年金が有用である。

しかしながら、いずれの段階も単純なものではない。認知症や介
護方法の選択肢について家族や友人に教育する際には、文化的要
因や言語の問題、ヘルスリテラシーの問題について配慮しなけれ
ばならない。これらの問題はLMICでより一般的に認められるが、
高所得国でも民族的および人種的な少数集団は同様の問題に直面
している（348）。

有効かつ文化的に適切であることが判明しており、アクセス性も
高いサービスが拡大するにつれ、将来的な人材不足が予測されて
いる点も考慮しなければならない。LMICでは、スペシャリスト
の人数が十分でないことから、認知症の介護にはコミュニティの
ヘルスワーカー、プライマリケアの医師・看護師、そして家族
介護者が１つのチームとなって関与する必要がある。このために
は、アクセス性とコミュニケ―ションを改善することができ、認
知症の人と介護者の変わりゆくニーズに対する柔軟性と順応性を
備えた介護および支援の道筋が不可欠となる（158）。一例として、
モーリシャス共和国では、フォーマルな介護者とインフォーマル
な介護者の両者を支援するための介護者戦略が最近になって開始
された（Box 5.3）。
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要点
・認知症の人の介護の大部分はインフォーマルな無償の介護者
（配偶者、成人した子ども、義理の娘や息子、友人）によって
行われており、どの国でも女性が介護者となることが多い。し
かし、人口動態が変化するにつれてインフォーマルな介護者の
利用可能性は今後減少していく可能性がある。

・認知症の人への介護の提供によって、介護の大部分を担う人に
大きな負担感が生じる場合がある。ストレス要因には、身体
的、精神的、経済的な重圧がある。インフォーマルな介護者が
介護者としての役割をできるだけ長期にわたり継続的に担うこ
とができるようにするためには、支援が必要である。この支
援としては、理解に役立つ情報、介護のアシスティブテクノロ
ジー、他の活動への参加を可能とするための休息、経済的な支
援が挙げられる。

・高所得国では、家族介護者を援助し、負担感を軽減するための
プログラムとサービスが構築されているが、さまざまな社会・
文化・地理的な背景下でその有用性を検討した研究は少ない。
アクセスの良い、政府支援により低コストまたは無料で利用で
きる一連のサービスを策定し、これを提供することが緊急に必
要である。これによって、サービス利用に対する大きな障壁を
抱える人でも、サービスの利用を希望すれば、いつでも利用で
きるようになる。

・意識向上、理解の改善、偏見の軽減をねらいとした、一般社会
（認知症の人、介護者、家族を含む）向けの情報と教育のキャ
ンペーン活動によって、サービス利用の障壁を克服するべきで
ある。
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チャプター６

認知症に対する一般社会の理解：
自覚から受容まで
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表6.1

知り合いが認知症であるという人は多いが、認知症の認識度が高
まっても、疾患の理解度は低い（350）。認知症は自然な老化現象の
産物と考えられていることが多く、場合によっては、症状が悪霊
によるものと誤解されていることもある。

このような理解不足は、認知症の発症への恐怖心を生み出し、忌
避や差別などの偏見を助長している。この偏見によって、認知症
の人、介護者、家族は社会的に孤立し、診断や援助を求める行動
の遅れにつながる。

本チャプターでは、社会の中での認知症に対する意識、知識、態
度について検討する。認知症に伴う偏見を減らし、認知症の人と
介護者が適時に支援を受けることができるようにするためには、
一般社会の意識と理解を強化しなければならない。認知症と認知
症の影響を受ける人々を受け入れ、包括するような社会的変化
を支援するための一般向け/政治的キャンペーンの事例とともに、
認知症の受容への移行を支援するプロセスの概要と詳細を示す。

認知症の意識および理解
一般社会における認知症に対する意識と理解の不足に関する文献
から、いくつかの問題点が浮かび上がっている（351）。まず、認知
症が疾患プロセスとしてではなく、自然な老化現象の産物と理解
されていることが多い。

次に、人々が認知症の症状を知らない、または認識していない
ことが挙げられる。例えば、ヨーロッパで実施された「Facing 
Dementia Survey（認知症の理解に関する調査）」では、81%
の回答者が、大部分の人はアルツハイマー病の早期症状と自然な
老化現象に伴う行動とを区別できないと回答した（352）。

最後は、関連リスク因子に対する理解不足である。血管系のリス
ク因子（高血圧およびコレステロール高値など）も認知症のリス
ク因子である可能性が高いことから、この関連性を理解すること
によって、生活様式の改善を促すことができる。

各国における認知症の意識と理解に関する多数の言及が、WHO
の認知症調査の回答の中で確認されている。この調査回答は、高
所得国と低・中所得国（LMIC）の間で大きく異なり、高所得国
では、認知症が「不可逆的かつ進行性の脳疾患によるもの」と
して理解されることが多い一方で、LMICでは、「疾患に対する意
識が欠如または不足している」ことが多かった（表6.1）。また、
２ヵ国の回答によって、都市部の居住者と農村地域・遠隔地域の
居住者との間で理解度が異なる点も指摘された。
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日本語の「痴呆」という言葉には否定的なイメージがある。
「痴」は「愚か」を意味し、「呆」は「のろま」や「ぼんやり
した状態」を意味することから、偏見につながり、認知症の
人に対する尊厳や尊敬の念を表すことができなかった。した
がって、2004年末に日本政府によって「痴呆」の語が廃止
され、「認知機能の疾患」を意味する「認知症」に変更され
た。政府はすべての行政用語について「痴呆」から「認知症」
へ変更し、メディアや学術団体も新たな用語を受け入れた。

同時に政府は、認知症に対する意識と理解を改善するため
10年間の国家キャンペーンを立ち上げた。

このキャンペーンの中心となったのは「認知症サポーター
100万人キャラバン」である。このキャンペーンでは、一般
国民に対する専門的なセミナーが全国で行われた。認知症と
その影響に対する理解が高まることにより、セミナー参加者
は認知症サポーターとなり認知症の人の擁護者となることが
期待されている。

2011年３月までに240万人以上の国民がセミナーに参加し、
認知症サポーターとなった。この人々の中には若者や警官な
どあらゆる背景の人々が含まれている。７年が経過し、「認
知症」という用語は日本で広く用いられるようになり、国民
による疾患の理解度も深まっており、偏見が減ってきている。

出典：参照文献356

日本における10年間の国家プログラム

BOX 6.1

偏見による影響
認知症についての理解レベルが低い場合、疾患に関するさまざま
な誤解が生じ、偏見が永続する。残念ながらこの偏見が一般的な
考えとなっている国も多い。広範囲のコミュニティ、認知症の人
と家族、保健・社会サービスの提供者などのさまざまなレベルに
おいて、このような誤解が生じている。

一般社会がもつ認知症のイメージ
一般社会では、認知症の性質の理解不足が、認知症を発症するこ
とへの恐怖心を生み出している。

ハ ー バ ー ド 公 衆 衛 生 大 学 院（Harvard School of Public 
Health）とアルツハイマー・ヨーロッパ（Alzheimer Europe）
が５ヵ国（フランス、ドイツ、ポーランド、スペイン、アメリ
カ）で実施した「Value of Knowing（理解することの価値）」
試験（353）では、回答者の70%が、アルツハイマー病の知人が現
在いる、または過去にいたと報告しており、30%の回答者が、
認知症の人が家族の中にいると報告した。

このように疾患に触れる機会が多いにもかかわらず、調査結果で
は５ヵ国中４ヵ国で、認知症ががんに続いて最も大きな健康上の
脅威であるとして報告された（354）。同様に、IMPACT（Important 
Perspectives on Alzheimer’s Care and Treatment、アルツ
ハイマーの介護および治療に対する重要な見通し）試験では、将
来の発症が恐れられている10大疾患の中で、アルツハイマー病
は第２位であると報告された（355）。

IMPACT試験の結果では、試験参加者が、家族や友人とのつなが
りを失うことを「やや心配している」（1000人中40.8%）、また
は「非常に心配している」（1000人中31.8%）ことが示された。
このような不安は、認知症の人の表現に用いられることのある否

定的あるいは軽蔑的な言葉によって助長される。日本では、認知
症に対する用語としての「痴呆」にはマイナスのイメージがある
ため、政府は疾患の名称を公式に変更している（Box 6.1）。

WHOの認知症調査で偏見に関する質問を行った結果、30ヵ国
中25ヵ国において、認知症に関連した偏見によって認知症の
人と家族介護者に悪影響が及んでいることが示された。また、
10ヵ国の回答者から、認知症の人は、羞恥心のため、または他
人に認知症の行動・心理症状を指摘される可能性のために、隔離
されたり人目を避けて隠蔽されたりすることがあると報告され
た。

社会経済的・文化的な要因は、認知症に対する知識や信念の形成
の一翼を担う（357, 358）。低・中所得国（LMIC）では、一般社会の
認識不足や意識の欠如によって重大な問題が生じている（359）。信
念体系などの文化的な因子は、認知症に対する理解と態度に影響
を及ぼす。例えばトーゴでは、認知症の症状が魔術によって起こ
ると考えられていることがある（Box 6.2）。

認知症の人と介護者がもつ認知症のイメージ
認知症の人は、友人との交流を失う可能性など、疾患がもたらす
結果をおそれているため、疾患について話すことは難しいと報告
している（361）。何もできないという考えによって絶望感が生ま
れ、人々の幸福度に影響が及ぶ（362）。

偏見と差別は、家族介護者にも及ぶ（363, 364）。例えば、認知症の
人が経験する症状（身の回りの不十分なケアや失禁が含まれるこ
ともある）が、他人には介護放棄とみなされることも多い（365）。
さらに、人々が認知症の人との社会的なかかわりを避けようとす
る限りにおいて、意図的ではないが、家族介護者も同様に排除さ
れることがある。
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トーゴでは、認知症の人にネガティブな影響を及ぼす偏見と
誤解があることから、認知症は公衆衛生と人権に関する問題
となっている。

トーゴでは認知症の症状は超自然的なものと理解されている
ことがある。トーゴのコミュニティの多くでは、失見当識を
呈する認知症の人は、魔女になったとみなされ、虐待をう
け、叩かれたり、燃やされたりすることさえある。認知症の
人は修道院や祈祷所へ送られ、除霊が行われることもある。

最近まで、トーゴの保健政策の焦点は主に母子健康や感染性
疾患に向けられており、政府による認知症政策はなかった。
しかし現在では、公衆衛生の専門家の間でトーゴの認知症に
関連した問題に対する認識が高まりつつある。非感染性疾患
に対する国際的な活動を機に、トーゴでも初の非感染性疾患
政策と戦略プラン（2012～2015年）の中で認知症を含む
メンタルヘルスが考慮されている。

出典：参照文献360

トーゴ：認知症を取り巻く偏見と誤解

BOX 6.2

サービス提供者の態度
一部の一般開業医が認知症やその症状に対して協力的ではなく、
軽蔑的であったとする認知症の人の経験について報告している試
験は少ない（366）。サービス提供者が非協力的な態度を示せば、間
違いなく、認知症とともに生活する人々は否定的な考えをもつよ
うになる。

偏見と誤解は、認知症の経過のすべての段階において破滅的な影
響を及ぼし得る。したがって、偏見をなくし、社会のすべてのセ
クター間で理解レベルを上げるための行動が緊急的に必要であ
る。

意識向上のキャンペーン
意識向上を有効なものとするためには、取り組むべき問題を明確
に特定する必要がある。例えばイギリスでは、定性的・定量的な
調査の広範囲にわたるレビューによって、以下のテーマが特定さ
れている（351）。

・認知症の意識と理解の向上

・認知症に対する偏見の減少、および差別的な行動への対処

・早期診断に役立つ認知症の早期徴候の認識

・認知症とともに充実した人生を送る

・健康的な生活様式とリスク低下の重要性

同様のテーマがWHOによる調査でも確認されている。上記の５
つのテーマに基づく意識向上のキャンペーンや他の方法の事例を
以下に示す。

テーマ１：認知症の意識と理解の向上
意識向上と情報提供において核となるメッセージは、認知症は
しょうがいを起こす疾患であり、加齢に伴う回避不能な結果では
ないということである。認知症につきまとうことの多い運命論や
偏見に立ち向かうためには、意識向上と理解が重要である。この
意識向上と理解によって、家族介護者が認知症を抱える親族の介
護を行ううえでの、介護者の最適な対処能力が改善する可能性も
ある。

認知症の意識向上と理解をねらいとしたキャンペーンの事例は、
世界中に数多く存在する。一般社会の意識と理解を高めるために
実施された日本における10年間の国家キャンペーンもその１つ
である。これは、政府主導で行われ、子どもも含めあらゆる階層
の人々を対象とした大規模なキャンペーンであった（Box 6.1）。

市民団体は意識向上のキャンペーンにおいて重大な役割を担って
いる。これらのキャンペーンには著名人がかかわることも多く、
最近では、認知症の人と介護者自身がかかわって、認知症の人と
ともに生活することのポジティブなイメージを提供している。意
識向上に関して国際的に注目されているのは、1994年に国際ア
ルツハイマー病協会（ADI）により年１回の記念日として制定さ
れた世界アルツハイマーデー（９月21日）と世界アルツハイマー
月間（９月）である。ADIのウェブサイトにさまざまな活動の事
例が掲載されている（367）。

LMICで実施されたキャンペーンの事例は少なく、有用性が示さ
れたものはほとんどない。１例として、ブラジルのアルツハイ
マー協会（Brazilian Alzheimer Association）が実施したテレ
ビキャンペーンでは、著名人起用に対する反応が評価された。同
協会は、テレビでの放映時間を確保して、有名女優を起用した。
このキャンペーンの目的は、認知症に対する国民の意識を高める
ことであった。この結果、認知症に関する電話相談件数が大幅に
増加し、月1,000件から2,400件に増えた（368）。



96

「我々の理解が深まるにつれ、多くの
援助が可能となる」

BOX 6.3テーマ２：認知症に対する偏見の減少
イギリスのキャンペーンである「I have dementia, I also have 
a life（認知症であっても人生がある）」では、社会における１つ
の特定グループでの恐怖感をなくすことを目的とした、標的化ア
プローチが示されている。このキャンペーンでは、40～60歳の
主に女性を対象とし、テレビ、ラジオ、出版物、インターネット
を介して、認知症を抱える人について特集した。この広告は、認
知症に対する理解レベルの向上をねらいとしており、定性的研究
の結果をもとに作成された。過去の調査で、認知症の人と家族は
自分たちが偏見を受けていると報告していたが、認知症とのか
かわりがほとんどない、あるいはまったくない人を対象として実
施された今回の定性的研究の結果、偏見として認識されていたも
のが、まったく異なる内容であることが確認された。すなわち、

「認知症に対する強い恐怖感」、「認知症を発症することへの恐怖
感」、「認知症の人に従事することへの恐怖感」が示された。した
がって広告キャンペーンでは、恐怖感が増すような「医学的に治
す」という表現ではなく、認知症を「正常化させる」ことを訴え
た（369）（Box 6.3）。

テーマ３：早期の診断と治療開始に役立つ早期徴候
の認識

多くの人は認知症に関連した多様な症状に気付かない。もの忘れ
が認知症の症状とみなされることは非常に多いが、興味の喪失や
行動上の変化などのその他の症状が認知症の症状とみなされるこ
とは少ない。症状のある人またはその家族が、もの忘れは老化の
自然な現象であると考えていれば、医療上のアドバイスを求める
ことはない。保健専門家には、この分野においては、高齢患者の
症状を積極的に評価し、リスクの高い患者には情報を提供すると
いう責務がある。このことは、一般社会と保健専門家の両者の
意識向上のために重要である。アメリカのアルツハイマー協会

（Alzheimer’s Association）は、認知症の早期診断に関する意
識向上を目的として「Know the 10 Signs（10の徴候を知る）」
というキャンペーンを実施している（370）。

テーマ４：QOLの促進
映画、テレビ、インターネット、ソーシャルメディアなどの異な
るメディアによって、認知症に関するポジティブなイメージや
メッセージを広める機会がもたらされている。例えば、ドキュメ
ンタリー映画の「I remember better when I paint」では、診
断後もなお維持される能力についての強いメッセージを伝えてい
る（371）。

また、認知症の人の自己表現手段を提供する活動も有用であること
が証明されている（372）。経験的エビデンスは強力ではないが（307）、
一部の研究で得られたエビデンスから、創作的な芸術活動に従事
することによって、意義のある刺激が得られ、社会的な交流が改
善し、自尊心のレベルが改善することが示唆されている（373）。

テーマ５：リスク因子に関する情報の提供
政治的活動や認知症の人と家族を含めた社会全体における理解レ
ベルを高めるために、さまざまな方法で事実情報を用いることが
できる。一部の国では、認知症のリスク低下を目的としたキャン

ペーンによって、利用可能な最良のエビデンスに基づく情報を提
供している。このような事例として、オーストラリアのプログラ
ム「Mind Your Mind（自分の心に気を配る）」をBox 6.4に紹
介する。

キャンペーンの策定
キャンペーンを策定するにあたっては以下に示す重要な段階があ
る。

地域の状況を把握する：キャンペーンの対象集団に関連するエビ
デンス（地域または国家における認知症の有病率データ、および
認知症に対する対象地域の理解度と態度に関する調査結果）を収
集する。キャンペーンは、メッセージが地域のデータに基づいて
おり、支援源とその理解に対する潜在的な障壁が特定されている
場合に、成功する確率が高い。

重要な利害関係者を関与させる：キャンペーンは、主要な関係者
にとって重要な問題を特定するため、これらの関係者と連携して
行うべきである。認知症の人と家族は、キャンペーンの計画、実
行、評価にかかわるべきである。キャンペーンによって異なる
が、その他の関係者には、保健専門家、学童、公務員などが含ま
れる。

対象集団を決定する：メッセージや内容は対象集団によって異な
る。例えば、重要なメッセージは、その対象が記憶しょうがいを
懸念している人、認知症の人、認知症の人を支援している家族、
一般社会、保健・社会ケアの専門家のそれぞれの場合で異なる。

写真：イングランドのアルツハイマー病協会（Alzheimer’s Society）
　　　および保健省（Department of Health）
出典：参照文献369
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政府の資金援助を受けた「Mind your Mind」プログラ
ムは、アルツハイマー・オーストラリア（Alzheimer’s 
Australia）によって2005年に開始され、認知症のリスクを
軽減するために何を行うべきかに関する教育をオーストラリ
ア国民に提供している。本プログラムは、認知症のリスク低
下、身体的・精神的・社会的活動への取り組み、心血管系の
リスク因子、食生活、喫煙・飲酒、頭部損傷の予防に対する
７つの「指標」で構成された。本プログラムは、認知症のリ
スクと上記の生活様式および健康関連因子との関連性におけ
る疫学的なエビデンスに基づいており、またリスク因子の低
下によって将来の認知症の有病率が重大な影響を受ける可能
性があるというエビデンスにも基づいている。

「Mind your Mind」プログラムでは、コミュニティの教育
セッション、セッションを行うスタッフの研修、さまざまな
印刷物、一般メディアを介した定期的なプロモーション活
動、モバイル機器の適用、認知症のリスク低下に特化した
ウェブサイトが提供されている。資材は新たなエビデンスに
伴い定期的に更新される。

プログラムや提供される情報に対する評価が実施されてい
る。評価者は「Mind your Mind」プログラムとの相互の影
響に高い満足度を示しており、認知症のリスク因子に関する
知識の高まりや、リスク因子に対処するため行動を変えよう
とする意識の高まりを報告している。

出典：参照文献374～377

オーストラリアの「Mind your Mind（自分の心に気を配る）」

BOX 6.4

文化的背景が異なる人には、そのニーズを満たすために異なるア
プローチが必要となることもある。例えば、複数の少数コミュニ
ティで実施された研究によって、認知症の意識向上が特に難しい
ことが強調される。

重要なメッセージを特定する：メッセージは、明確かつ単純で、
理解しやすいものでなければならない。対象集団の代表サンプル
において、メッセージの理解度と反応について検証するべきであ
る。また、キャンペーンは、持続可能な影響力を得るために、長
期にわたって定期的に行われるべきである。識字率が低い対象集
団に対しては、絵や他の手段による情報伝達手段を検討する必要
がある。

対象集団に伝達するうえで最も効果的な方法を特定する：対象集
団の年齢、文化、知識レベルを考慮する。キャンペーンを効果的
なものとするため、現地の言語で実施するべきである。カナダ
のアルツハイマー病協会（Alzheimer Society of Canada）は、
意識向上の国家キャンペーンである「Forget Everything You 
Knew（すべてを忘れてしまうこと）」において、複数言語を使
用して、認知症に対する国民の意識と理解を向上させた。この
キャンペーンでは、アラビア語、中国語、英語、フランス語、イ
タリア語、パンジャブ語、スペイン語、ウルドゥー語でテレビ広
告が行われた（378）。対象集団によっては、出版物、ラジオ、テレ
ビ、ウェブサイトがより効果的なこともある。今後探索される可
能性のある方向性としては、若い世代を対象とした意識向上キャ
ンペーンへのソーシャルメディアの利用が挙げられる。

アプローチに柔軟性をもたせる：キャンペーンは、対象集団の変
化、状況の変化、対象とされている人の社会的な期待の変化に応
じて進展させる必要がある。優れたキャンペーンとは、特定のコ
ミュニケーション活動（特定の期間に特定の媒体を介して伝えた
メッセージの数など）のみによって定義されるのではなく、経時
的に変化するメッセージやその普及手段に対して適用された方法
によっても定義される。

モニタリングし評価する：キャンペーンには評価を組み入れるべ
きである。評価可能なアウトカムを特定し、これを含める必要が
ある。このような評価は、将来的な戦略のためのベンチマークと
なり、給付金の資金源やキャンペーンへの出資元に対するフィー
ドバックにもなる。

一般社会の認知症に対する理解が改善されることによって、認知
症発症後の生活におけるすべての面が改善される可能性がある。
認知症の意識向上により、認知症にかかわる人々が早期に援助を
要請できるようになり、コミュニティの中での受容性や参加率が
高まり、また重要な点として、認知症発症の潜在的なリスクを認
識してより積極的なコミュニティが形成されるようになる。

一般社会の意識向上は、最大の効果を得るためにも、孤立して行
われるべきではない。例えば介護従事者内での意識および知識を
改善する取り組みは、援助要請や受診のプロセス促進につなが
る。同様に、政治分野での理解が高まれば、国家の認知症政策・
計画・戦略に意識改善が組み込まれるはずである。
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2011年１月、アメリカのバラク・
オバマ大統領は、アルツハイマー
病国家プロジェクト法（National 
Alzheimer’s Project Act）に署名
した。この法案は、政府がアルツハ
イマー病の国家プラン（National 
Alzheimer’s Plan）を作成し、アメリカ国内で広がり
つつある認知症の状況に対応することを義務づけるもの
である。この法案の制定は、一般市民による広範囲の政
策提言運動により、緊急的に行動が必要であるというこ
とを政府に認識させた成果である。

アメリカのアルツハイマー病協会（US Alzheimer’s 
Association）の専門家スタッフが、議員やオバマ政権
高官に対してこの問題について働きかける一方で、本協
会は、アルツハイマー病を患う人々、介護者、家族、研
究者、保健医療専門家およびコミュニティのリーダー
を結集させ、議員や保健福祉省（Health and Human 
Services、HHS）の事務官と連携して、法案制定への
支援を依頼した。10ヵ月間にわたり、50,000件のE
メールが議会に送られ、3,000件のEメールがHHSに送
付された。加えて、アルツハイマー病の研究者は、本件
の支援者を募集・動員するため全国を回り、112,000
人の署名を集めた。本協会は「アルツハイマー病大使

（Alzheimer’s Ambassadors）」という重要な連絡プロ
グラムを用いて、議会の重要メンバーとの関係を作り上
げ、議会の重要メンバーを標的とした。支援者と議員や
そのスタッフとの会合は1,000回以上行われた。

2010年12月、市民運動によって、議会は満場一致でア
ルツハイマー病国家プロジェクト法を承認した。支援者
はその後ホワイトハウスに10,000件電話をかけ、オバマ
大統領に、法案を成立させるため署名するよう要請した。

出典：参照文献379

変化のための政策提言にかかわる
人々（アメリカ・アルツハイマー病
国家プロジェクト法）

BOX 6.5
政策面における意識向上：
政策提言（アドボカシー）の役割
認知症にかかわる政策に変化をもたらすためには政策提言が極め
て重要である。政策提言が効果を発揮するには、認知症の人の団
体、家族団体、医療専門家および専門家協会、研究者、政策立案
者などのすべての関係者が連携する必要がある。また、国民の注
目を集めければ状況が変化する可能性は低くなるため、メディア
の役割も重要である。社会サービス、雇用、法制度、財政制度な
どのさまざまな分野が政策の重要な要素となるため、認知症の介
護に対する政策提言は、単に保健システムだけにねらいを定めた
ものとしてはならない。高所得国では、アルツハイマー病協会が
政策提言運動において非常に積極的に活動している。ヨーロッパ
およびアメリカでは、認知症の負担についての意識向上や、公共・
民間の取り組みを認知症の政策・計画の策定へと導くうえで、ア
ルツハイマー病協会が強い影響力をもっている（Box 6.5）。

政策提言の事例を以下に示す。

・各国の代弁者としての認知症の人および家族介護者の関与。認
知症の人および家族介護者の意見や存在は強力であり、特に著
名人の場合にその影響力は大きい（過去には、大統領・首相夫
人や政府高官の事例もあった）。

・保健関連省庁および/または議会内に設置された重要な役割
を担う擁護団体。例として、アメリカ議会の主導者により
招集される超党派組織であるアルツハイマー病研究グルー
プ（Alzheimer Study Group）や欧州議会内のヨーロッパ・
アルツハイマー病アライアンス（European Alzheimer’s 
Alliance）が挙げられる。

低・中所得国（LMIC）では政策提言が十分に行われていない
ことが多いが、政策提言によって認知症に対する一般社会の懸
念を政策決定者にまで伝えた事例もある。例えば、インドのア
ルツハイマー病・関連疾患協会（Alzheimer’s and Related 
Disorders Society of India）は「2010年インド認知症レポー
ト（Dementia India Report 2010）」を作成し（Box 3.4）、こ
の中で、インドの認知症有病者数は現在370万人で、この数は今
後20年で倍増すると推測した。本レポートでは、エビデンスに
基づく政策的な勧告も提示された。このレポートは、インドに
おける活動推進につながり、インド政府は今後の５ヵ年計画に
おいて、国立高齢化研究所（National Institute of Ageing）の
設立や、高齢者に対する国家政策（National Policy for Older 
People）および国家メンタルヘルスプログラム（National 
Mental Health Programme）の中で認知症の人に対する特別
な規定を盛り込むことについて検討している（149）。

LMICで政策提言を行うことの難しさは過小評価できないが、よ
り適切なリソースと認知症への関心という点においては有益であ
る可能性があるため、政策提言への投資は非常に有望である。国
際的な政策提言コミュニティは、各国の政治的・社会的構造を尊
重しながら、情報や戦略によってLMICの政策提言を援助する役
割を担っている。認知症介護に対する他のアプローチと同様に、

このような取り組みの多くは、国ごとに個人を尊重する方法でな
されるべきである。

認知症の受容に至る６段階
－市民団体の見通し
認知症の受容は６段階のモデルとして考えることができる。認知
症の受容レベルは、世界のさまざまな地域の中で国ごとに異な
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図6.1

る。認知症への意識が高まるにつれ、それぞれ独自の特性をもつ
異なる段階が存在することを確認できる（図6.1）。一部の国は、
現時点でもステージ１（問題の無視）の段階にある。最初の段階
では、家族について心配している介護者に対して医療のスペシャ
リストから認知症の情報が提供される（ステージ２）。この情報
がメディアまで到達すると、より多くの人々に周知される。次の
段階（ステージ３）は「認知症のインフラストラクチャー」の構
築であり、これは重要な段階である。これは、医療専門家や介護
専門家ならびに家族介護者で構成されるアルツハイマー病協会な
どの市民団体によって開始されることが多い。多くの国では家族
介護者がこれらの団体を先導していく役目を担っている。また、
大学病院や介護サービス施設によって開始される国もある。最初
の活動としては、市民集会、介護者研修、専門家向けの情報、電
話相談サービス、出版物の刊行などがある。

これらの協会がよりしっかりと定着してくると、活動範囲を拡大
するため保健医療システムに影響を及ぼすことの必要性が認識
されるようになる（ステージ４）。協会は、国や地域で政府や政
策立案者に対して政策提言を行う。この政策提言は、有病率や
サービスの利用可能性などのデータ収集、ならびに専門家向け
ガイドラインの策定、特定問題に関する個別情報の収集によって
達成される。数多くの事例が存在し、アルツハイマー・ニュー
ジーランド（Alzheimer’s New Zealand）が刊行し、政策提
言活動に用いた「Dementia Economic Impact Report 2008

（2008年・認知症による経済的影響のレポート）」（380）もその１
つである。別の事例として、アメリカ・アルツハイマー病協会

（Alzheimer’s Association in the USA）が年次報告書として出
版した「Alzheimer’s Disease Facts and Figures（アルツハ
イマー病の現状）」がある。これは、わずか５年間で最も多く引
用された文献となり、アメリカにおける広範囲の認知症にかかわ
る問題点が提示され、政策立案者や報道関係者によって頻繁に利
用されている（381）。

ステージ４が成功した場合はステージ５に移り、政策課題が決定
され、政府によって認知症の政策や計画が策定される。認知症に
対する政策や計画には、サービスへのアクセス性の改善、意識向
上キャンペーン、より良い介護の提供、早期診断の促進、介護従
事者の教育研修、研究課題などがある（詳細はチャプター３参
照）。これらの政策や計画が実行されれば、認知症の人の権利に

対する法体制の強化、認知症の人と介護者の両者に対する経済的
支援へのアクセスにつながる。オーストラリア、イングランド、
フランス、ノルウェー、韓国、スウェーデンなど少数の国では、
認知症に対する公衆衛生上の見通しが確立されている。

６番目のステージへ到達した国は今のところない。これまでの実
施した取り組みの頂点であり、しょうがいとして認知症を受入
れ、可能な限り認知症の人が社会に参加できる状態である。この
段階へ至る有望なアプローチは、一部の地域で広まりつつある

「認知症に優しいコミュニティ」という概念である（381）。

要点
・研究結果から、認知症に対する一般社会の意識は、特に高所得

国で高まりつつあることが示された。しかし、一般社会の理解
度は多様であり、認知症に関連した恐怖感も存在している。こ
うした恐怖感は、認知症に付随する偏見や、支援希求行動を妨
げている。

・認知症の人と介護者のQOLを改善するため、社会のあらゆる
レベルにおいて認知症に対する意識および理解を改善すること
が緊急の課題である。

・意識の向上や理解の改善によって認知症に対する偏見や、恐怖
感を軽減できる。社会全般および介護提供者の理解が深まるこ
とによって、援助要請および援助提供の機会が増加する。

・キャンペーンを有効なものとするため、市民団体には、複数の
政府機関による認知症支援の確保、および認知症の人と家族の
QOLを改善するための持続可能かつ統合化されたプログラム
や支援構造の構築の確保するためアドボケート（権利の主張）
する役割がある。

・政府は、一般社会の意識向上キャンペーンにリソースを提供
し、関係者がこのようなキャンペーンに関与することを確保す
る役割を担っている。

・意識向上キャンペーンは、有効かつ情報が豊富であると同時
に、状況や対象集団に応じた内容にするべきである。
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チャプター７

今後の展望
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これまでのチャプターで、認知症が国際的な公衆衛生上の問題で
あり、増加し続ける認知症の負担やコストに対する国の対応を支
援するため緊急的な行動が求められていることを示してきた。こ
のことは特に低・中所得国（LMIC）で顕著であり、LMICでは認
知症有病者数が最大規模で増加しているにもかかわらず、保健・
社会ケアの問題に対処するためのインフラストラクチャーや保
健従事者が不足している。これまでのチャプターで示した事実に
よって、何が効果的であるかに関する知識とそれを実行する具体
的な措置との間に存在する「行動の格差（action gap）」が示さ
れている。したがって、認知症の人および介護者に対する介護お
よびサービスの改善には、多くの行動が求められている。これら
の行動の実施を成功させるためには、長期にわたって数多くの取
り組みを統合化させて継続的に実行する必要がある。

本チャプターでは、行動の必要性について要約し、行動を実行す
るための枠組み、行動が必要とされている分野、さまざまな関係
者の役割について説明する。

行動の必要性
認知症が、家族や個人的なレベルではもちろん、国際的・全国
的・地域的なレベルでも取り組む必要がある21世紀最大の社会
的な課題であることについては、ほとんど疑う余地がない。認
知症の規模・コスト・影響は桁外れに大きい。2010年の認知症
有病者数は世界全体で3,560万人に到達し、この数は世界人口の
0.5%に相当する。この人数は20年ごとに倍増し、2050年には
１億1,500万人になると予測されている。現在、認知症罹患者全
体に占めるLMIC居住者の割合は58%であるが、2050年にはこ
の数値は71%に増加すると予測されている。

現時点で、認知症に要するコストは年間6,040億米ドルと推定さ
れているが、このコストは認知症の有病率よりも急速に増加し続
けており、認知症が世界の社会経済に及ぼす影響は甚大である。
さらに、認知症に対する大きな偏見や普遍的な恐怖感が蔓延して
いる。研究結果によると、このような偏見や恐怖感は、認知症を
発症後の生涯にわたり、あらゆる段階で、苦痛・しょうがい・経
済的損失と強力に関連していることが示されている（365）。

これまでにどのような行動が実施されたのかという疑問、さらに
は、そのような行動が比較的少ない場合には、なぜ少ないのか
という疑問を解明することが重要である。保健・社会ケア、家
族、民間団体、ボランティア団体などが関与する認知症の介護を

取り巻く複雑な状況が、認知症の優先化の障壁となっている。責
任の所在が不明瞭であるために、資金調達が複雑になり、政策提
言や行動のプロセスが妨げられる。また、認知症は「あまり一般
的な問題ではない」、「自然な老化現象の産物である」、「どうしよ
うもない」、「知らない方が良い」、「介護を行うのは家族の責任で
ある」といった、認知症に関する根強い社会の誤解が存在してい
る。これらの誤解は、例外的な考えではなく社会の標準的な解釈
になっており、認知症は保健医療システムや政府が関与する問題
ではないという考えを助長させている。このような誤解は、多く
の政治家、政策立案者、保健行政の職員、保健専門家の共有認識
となっている。このような認識は悪意に基づくものではないが、
結果として認知症を優先課題とする取り組みが欠如し、したがっ
て、行動の欠如に至っている。

世界的には上記の直接の結果として、認知症の人と家族介護者の
大部分は、自立の促進やQOLの維持を目的とした積極的な介入
や支援による恩恵を受けていない。適時の診断および早期介入に
よって、認知症の人と家族は、７～12年にわたって認知症とと
もに歩む人生の針路を取り、危機を回避し、幸福度を促進するこ
とが可能となる（179）。チャプター４で示したとおり、高所得国の
データによると、プライマリケアで認識・診断される認知症の数
は、残念ながら全体のわずか１/５～１/２である（179）。イギリス
の会計検査院（National Audit Office、NAO）は、イギリスの
システムをレビューした結果、認知症の人のうち診断を受けてい
る人はわずか１/３であると結論した。認知症の人が診断を受け
る時期は、通常は疾患の後期である。この時点では、すでに危機
的な事態となっており、認知症の人と家族の両者が被っている危
害を防ぐには遅すぎることが多い（144）。現行の多くのシステム
は、サービスのデザインを根本的に見直す必要がある。

認知症の人に役立つ戦略、政策、プログラム、サービスを策定す
るためには、政策的なコミットメントが求められる。戦略とその
実行は、保健サービスのレベルや準国家レベルで行われることも
あるが、世界的な認知症の蔓延や、経済的・社会的影響の大きさ
を踏まえると、全国的および国際的なレベルでの調整や指示が必
要である。
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行動の価値
2008年２月にフランスの５ヵ年国家計画が施行された際、ニコ
ラ・サルコジ大統領は変革が急務の課題であると表明した（383）。

「・・・大切な人の苦悩によって家族全体が影響を受けている状
況下で、事態は緊急を要しており、一刻の猶予もない。本日、ア
ルツハイマー病に対する５ヵ年国家計画（five-year National 
Plan for Alzheimer’s）を施行する。これは疾患との戦いにおけ
る永続的な国家のコミットメントである。また、私の個人的なコ
ミットメントでもある。」

チャプター３で概要を示したとおり、（主に高所得国であるが）
さまざまな国や多様なシステムの中で、イニシアチブが進行中で
ある。これらのイニシアチブは多様であるが、一般的には、認知
症介護における質の改善に対する高レベル（通常は５年間）のさ
まざまな戦略計画が含まれており、特別な臨床・社会・研究上の
コミットメントを伴う。これらの対象範囲は包括的であり、その
目的は地域でのサービス構築に対する政策的な枠組みを提供する
ことである。これらの文書は単に政治的な記述ではなく、認知症
の影響を受けている人々のニーズに合致する保健・社会サービス
の策定および委託に関する指針となるものである。

各国で特定されている行動の価値は、下記のように大きく３つの
観点から考えることができる。

・苦痛を緩和する価値

・コストの戦略的管理の価値

・介入の社会的価値

苦痛を緩和する価値：これは利他的な動機であり、認知症を患う
人と家族のQOLに対して認知症が及ぼしている大きな影響を最
初に認識するものである。また、臨床的に有効で費用対効果の高
い介入を利用可能とするべきであるということを認識している。

イングランドで認知症の国家戦略が開始されたとき、当時の保健
大臣（Secretary of State for Health）であったAlan Johnson
氏は以下のように述べた。

「認知症は無視できない疾患であり、認知症を発症した人や介護
を担う家族に壊滅的な影響を及ぼす。だからこそ、政府は認知症
を国家の優先課題であると判断した。」

コストの戦略的管理の価値：認知症の社会的コストは高いが、
「備えのための投資（invest to save）」となる可能性もある。有
効な認知症の介護は、長期的にみれば、効果がなく効率の低い介
護よりも費用を抑えられる。あらゆるシステムにおいて、コスト
増加の要因となっているのは長期介護のコストであり、特に介
護施設利用時にこのことが該当する。介護施設における介護は高
額であるにもかかわらず、質が不十分なことが多く、介護施設を
利用する可能性のある認知症の人は不安を感じている。早期の有
効な臨床的介入、QOLの改善、長期にわたる危機的状況の回避、
コスト削減によって、すべての人にとって有利な状況が得られる

（179, 384）。初期の投資後５～10年間の投資期間を考慮に入れるう
えで必要となる展望を得るには、国家によるコンセンサスが必要
なこともある。

介入の社会的価値：世界中で著明かつ急速に社会が変化してい
る。拡大家族のネットワークにより提供される介護・社会的保護
が文化的な標準状態として確立されている社会は、もはや長期的
に持続可能ではなく、次第に衰退していくと考えられる。した
がって、認知症の人の長期介護に対する計画は、重要な政策的優
先課題である。この計画には、長期介護のニーズ、適格性、資
金、家族および国家のそれぞれの役割に関する国家的な議論が必
要とされる。
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行動の枠組み
世界的な認知症の負担への取り組みを効果的に実施するために
は、特定の行動が実行される必要があり、この行動には研究者、
一般開業医、市民団体、政策立案者、保健計画当局、国際開発機
関の関与が必要である。重要となる行動には、政策提言および意
識向上、認知症の政策と計画の策定および実行、保健システムの
強化、人材育成、介護者支援、研究などがある。これらの行動
は、状況特異的で、文化的に妥当なものとする必要がある。これ
らのすべてに資金・技術・人材のリソースが必要である。

政策提言および意識向上
政策的な変革を求める政策提言と意識向上は、それぞれ異なる行
動である。いずれのアプローチも極めて重要であり、互いに補い
あうものである。政策提言は、認知症の介護およびサービスを改
善する政策を推進する目的で、地方・全国・国際的なレベルで政
府に対して行われる。意識向上は、認知症の人、家族、社会全般
に対して行われるもので、認知症に対する理解を改善し、一般社
会の意識と慣習を変化させることを目的としている。これによっ
て、サービスの需要が生まれ、市民運動による政策提言や政府へ
の責任追及の能力が構築される。理想的な政策的環境がない場合
でも、適切に構成された集団レベルでの意識向上運動によって、
認知症の人と家族は、診断、将来の計画、保健・社会サービスの
より適切な利用を求めるうえで、より強固で十分に情報を得た立
場に立てるようになる。高所得国における政策提言の取り組みは
増えてきており、過去数十年間で集中度も高まっている。また、
低・中所得国（LMIC）でもいくつかのイニシアチブが進められ
ている。これらの運動はアルツハイマー病協会などの市民団体に
よって主導されている（チャプター６参照）。政府の財務官や開
発援助機構、その他の出資者に認知症の介護とサービスへの資金
提供の重要性を説得させるための取り組みは容易でない。特に、
予算に制約があり、保健上・開発上の優先課題が数多く競合して
いることを鑑みれば、このような取り組みは困難である。メディ
アによる政策提言、ソーシャル・マーケティング、および社会的
動員は、情報伝達のルートや政策提言の仕組みとして機能し、さ
まざまな国際的保健・開発関係者による支援を構築している。

政策的な変革との連携においても、単独行動としても、認知症に
関わる偏見を払拭するためには、意識向上運動の実施が極めて有
望である。一般社会のコミュニケーション活動と政策的な変革と
の連携によって、両アプローチの有用性が互いに増強され、この
連携によって、保健・社会ケアシステムやコミュニティでの標的
を絞ったプログラムが功を奏する環境を構築することができる。
国内のインフラストラクチャーに応じて、国の政府、地方行政、
コミュニティベースの団体など、さまざまなレベルで意識向上の
運動が発生する可能性もある。

認知症の政策・計画の策定と実行
包括的な政策の策定には、関連する政府の部門、市民団体、民間
セクターなどが関与する、連携のとれた多部門アプローチが必要
である。制度を変え、実行に移すためには、国としての行動が不
可欠である。認知症に関する問題点および行動は、各国の状況に
応じ、単独の戦略・政策・計画の一部となる場合もあれば、一般
的な保健・高齢化・メンタルヘルスの政策に含まれる場合もあ
る。

政策および計画は、実行上の問題が対処されない限り机上の空論
のままである。認知症の介護およびサービスを改善するには、持
続可能な方法でプログラムに基づくイニシアチブを広範囲に実行
することが必要である。これらのプログラムには、意識向上、リ
スク低下、早期診断・早期治療、保健・社会ケアセクターを介し
た持続的で統合化された介護、経済的・法的な保護、介護従事者
の教育研修、研究など、広範にわたるアプローチが含まれる必要
がある。また、認知症の政策および計画を最適な形で実行に移す
ためには、経済的なコミットメントが必要である。既存のインフ
ラストラクチャーに応じて、国および地方の当局は、公衆衛生や
保健・社会ケアのプログラムを実行する責務を負う。その他のプ
ログラムの実行者には、大学、NGO、市民団体におけるその他
の団体や、一部のLMICでは開発機関が該当する。

保健・社会システムの強化
保健・社会システムの構築や強化のみを介して認知症の人と介護
者のアウトカムを改善することは可能であると、広く認識されて
いる。この目標を達成するためには、認知症の人と介護者が必要
とするさまざまな介護・サービスを提供するために保健・社会
サービスが整備されていることが不可欠である。また、保健・社
会分野の労働者の能力を育成し、これらの労働者が、利用可能な
リソースを活用しながら、おそらく最善の健康上のアウトカムを
達成できるよう、順応性をもって、公平かつ効率的に働くことが
できるようにする必要がある。さらに、認知症の人と介護者の健
康上の決定因子および健康状態についてデータを収集する方法を
開発・改善・標準化するために、保健情報システムに資金提供す
る必要もある。加えて、認知症の人と介護者が確実に必要なサー
ビスを利用でき、サービスの支払いによる経済的破綻や貧困化か
ら保護されるためには、優れた保健融資制度も必要である。
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多くの低・中所得国（LMIC）のように、リソースが不十分な状
況に対して、WHOのメンタルヘルス・ギャップ・アクションプ
ログラム（mhGAP）（181）は、保健システム構築の必要性を明白
に認識している。有効な介護の対象を、それを必要とするすべて
の人に拡大する場合、人材育成およびタスクシフティング（スペ
シャリストから、はるか多数のスペシャリスト以外の保健・社会
ケア専門家への業務移行）が、プログラムの重要な要素となる。
スペシャリストは、サービスの計画であれ、プライマリケアで介
護を提供する人の教育研修・支援・監督であれ、すべての保健シ
ステムにおいて極めて重要な役割を担っているため、タスクシフ
ティングよりもタスクシェアリングと言った方が適切かもしれな
い。このように、保健・社会ケアシステムのあらゆるレベルにお
いて人材育成は不可欠であり、適切な知識と技能をスペシャリス
ト以外の人に提供し、彼らを支援するスペシャリストの数や種類
を増やす必要がある。重要なサービス提供者としての介護者の役
割は、情報、教育、技能訓練に対する介護者のニーズと併せ、決
して忘れてはならない。LMICでは、能力に関するニーズの格差
をうめるためには、また意義のある影響を得るには、持続的な支
援と資金援助が数年は必要と考えられる。関連する政策の有効利
用およびプログラムの有効な管理と維持においては、アカデミ
ア、NGO、政府組織の関与、ならびに政府の保健省庁職員への
教育研修が極めて重要である。

最近実施された、非感染性疾患の予防と対策に関する国連総会首
脳者会談でみられたように、国際的な公衆衛生上の主要課題にパ
ラダイムシフトが起こっている（８）。重大な慢性疾患を予防・治
療・管理するための保健システムと従事者の強化によって、「機
会」と「脅威」が特定されている。「機会」は、慢性疾患ケアの
パラダイムが糖尿病と同様に認知症ケアにも適用されることであ
る。「脅威」は、認知症が、すべての慢性疾患の中でも最もコス
トがかかり重大なしょうがいをもたらす疾患であるにもかかわら
ず、新たに示された行動のコンセンサスで優先課題とされなかっ
たことである。それでもなお、首脳者会談の結果による国際的な
行動の推進や、その非感染性疾患に対する焦点によって、世界中
で認知性の優先度を上げるための機会がかつてないほど高まって
いる。

研究および評価
研究によるエビデンスは、すべての行動の基盤となるべきであ
り、全世界の認知症の総合的な対策における重要な要素となる。
各国は、優先的な研究課題を決定すべきである。また、より有効
な新規治療法の開発などの重要な共有問題に取り組むためには、
国際的な連携や民間/公共セクターのパートナーシップが必要で
ある。一般的に、すでに得られている知識を活動・実行に移す方
法、つまり知識と行動の格差をなくすためにはどうすればよい
かを理解するためのプロジェクトに、一層の資金提供が必要であ
る。この課題は多分野にわたり、基礎科学、保健サービス、保健
システム、保健政策に関する研究などが含まれる。各国は、管理
のために取られた方法の成功または失敗の指標となり得る有病率
および罹患率の変化や、治療格差の縮小の進捗を評価するための
サービス利用度について、認知症蔓延の推移をモニタリングする
必要がある。重要な点として、認知症の病因や、いつ、どのよう
に、生活様式の因子が発症リスクに影響するのかを十分に理解す
るためには、さらなる研究が必要である。このような知見によっ
て、有効な予防戦略を知ることができる。また、治療・ケア・治
癒の研究と、薬理学的・心理学的介入アプローチの研究とのバラ
ンスがとれていなければならない。

今日まで、ほとんどの研究は高所得国で実施されている。あらゆ
る状況において介護の効率と有用性を高めるためには、高所得
国で効果が認められたものを改変してLMICの実世界に適用させ
る以外にも、リソースが不足しているLMICでの保健システムや
サービスの改革を利用するという機会もある。
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重要なメッセージ
・認知症は自然な老化現象の産物ではない。

・2010年時点で、認知症有病者数は3,560万人と推定されてい
る。世界では毎年770万人の人が新たに認知症と確認されてお
り、これは４秒に１人が世界のどこかで新たに認知症になって
いることを意味している。認知症は急速に増加しており、特に
リソースが不足しているLMICにおいて緊急的な行動が求めら
れている。

・保健システムにおいては、予測されている将来の有病率増加に
対処するにあたって、認知症に要する膨大なコストが問題と
なっている。現在の年間コストは6,040億米ドルと推定されて
おり、このコストは有病率の増加よりも急速に増加すると予測
されている。

・認知症の人は発症後も長生きすることができる。適切な支援に
よって多くの人々が認知症発症後も社会に従事・貢献し続け、
良好なQOL保持し続けることが可能であり、またそうあるべ
きである。

・認知症は介護者にとって大きな問題であり、保健・社会・経
済・法律のシステムによる適切な支援が介護者には必要であ
る。

・各国は認知症を公衆衛生上の課題と位置付けるべきである。世
界・国・地域・地方のあらゆるレベルにおいて、複数のレベル
を通じてすべての関係者との連携のもとで、持続可能な行動お
よび調整が必要である。

・認知症の人と介護者は、多くの場合、自身の状況や生活に対し
て独自の見識をもっている。認知症の人や介護者に関連する政
策、計画、法律、サービスの策定においては、認知症の人や介
護者を関与させるべきである。

・実行するのは今である。実行すべき項目を以下に示す。
－認知症に優しい社会を世界的に促進する。
－認知症を世界中で各国の公衆衛生・社会ケアの優先課題とす

る。
－一般社会および専門家の認知症に対する態度や理解度を改善

する。
－保健・社会システムへの資金提供によって、認知症の人と介

護者に対する介護およびサービスを改善する。
－公衆衛生の研究課題において認知症に対する優先度を上げ

る。
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私は、認知症がそれぞれの人生や家族に及ぼす影響を実際に経験しています。美しい映画女優であった母、リタ・ヘイワース
（Rita Hayworth）は1981年に若年性アルツハイマー病と診断され、私が介護しましたが、非常に孤独でした。アルツハイ
マー病協会からの支援がなければ、母を介護し続けるストレスに耐えられなかったでしょう。世界には3,500万人以上もの認
知症の人がいるとされており、この悲劇的な状況や極めて困難な問題との戦いはこれからも続きます。本レポートによって国
際的な意識が向上し、政策が策定され、疾患に対する解決法を求める運動につながることを期待します。
国際アルツハイマー病協会（Alzheimer’s Disease International）会長
プリンセス・ヤスミン・アガ・カーン（Princess Yasmin Aga Khan）

アルツハイマー病は本人だけではなく家族にとっても悲劇的な状況をもたらします。2007年以降、フランスでは、アルツハ
イマー病との戦いにおいて、より良い理解、より良い介護、本人と家族へのより良い支援のために、過去にない規模での取り
組みを実施してきました。フランスのアルツハイマー・プラン（French Alzheimer’s Plan）は、この取り組みの実例です。
社会におけるアルツハイマー病に対する認識は変化しており、大きな成果が得られています。保健専門家は現在、より良い研
修を受け、十分に連携しており、支援を必要とする人々にとってアクセスしやすい存在になっています。また、この深刻な疾
患に対する治療法を発見するには、献身的な研究が不可欠です。アルツハイマー病との戦いにおいては、世界的に連携するこ
とで、すべては成果につながるでしょう。
フランス大統領、ニコラ・サルコジ氏

政策およびプログラムのレベルにおいて、これまで十分な注目をあびてこなかったメンタルヘルスなどの非感染性疾患へ多く
の関心を向ける必要があります。認知症もそのような疾患の１つです。認知症の人の介護や、家族の支援に対するプログラム
を実行する必要があります。このWHOのレポートは、すべてのWHO加盟国において有用なものとなるでしょう。
インド、保健家族福祉省（Minister of Health and Family Welfare）大臣
G.N. アザド（G.N. Azad）氏

・現在の認知症有病者数は3,500万人以上である。

・４秒に１人が世界のどこかで新たに認知症に罹患している。

・現在の認知症対策に要する世界的なコストは年間6,000億
米ドル以上と推定されている。

・認知症は介護者にとって大きな問題であり、保健、社会、
経済、法律のシステムによる適切な支援が介護者には必要
である。

・以下に示す行動が緊急に必要とされている。
－認知症に優しい社会を世界的に促進する。
－認知症を世界中で保健・社会ケアの優先課題とする。
－認知症に対する態度および理解度を改善する。
－認知症の人と介護者に対する介護およびサービスを改善

できるよう保健・社会システムに資金提供する。
－研究課題において認知症の優先度を上げる。

実行するのは今である！
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