
京都における高齢者や認知症の人に
向けた取組について

認知症対応力向上研修のテキストや
行政の作成した資料等から引用

平成31年1月23日
「健康寿命の延伸について」
京都市会教育福祉委員会

西村 幸秀
一般社団法人 京都府医師会 認知症対策担当理事

医療法人 同仁会（社団） 京都九条病院 精神科・心療内科
医療法人 同仁会（社団） 介護事業部 統括医師

京都府立医科大学大学院 医学研究科 精神機能病態学 特任講師
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本日の内容

1 「認知症」かどうか、どこに相談したらいいか

2  もの忘れとは、認知症とは（軽度認知障害～認知症）

3  増加する高齢者と認知症(国と京都の現状）

4  高齢者・認知症の人を地域で支えていくための取り組み

＊京都式地域包括ケアシステム

＊認知症総合対策推進プロジェクト

＊京都式オレンジプランの評価

＊新・京都式オレンジプランについて

＊「意思決定支援」と「認知症の人も生活できる街づくり」

＊認知症への備え

5  「我が国の方向性」と「英国における取組からのヒント」
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市民の皆さんの悩み
⇩

自分・家族・身近な人が
「認知症」かどうか

⇩
そしてどこに相談したらいいか
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認知症？「気づいて相談！」チェックシート 京都市 発行
京都府医師会・認知症疾患医療センター（京都府立医科大学附属病院）監修
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認知症？「気づいて相談！」チェックシート 京都市 発行
京都府医師会・認知症疾患医療センター（京都府立医科大学附属病院）監修
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認知症カフェ・サロン情報 Orange Café
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

京都市長寿健やかセンター 発行 6



認知症カフェ・サロン情報 Orange Café
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

京都市長寿健やかセンター 発行
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「認知症」についての正しい知識

「認知症」に備えるためには
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「加齢に伴うもの忘れ」と「認知症のもの忘れ」の違い

東京都高齢者施策推進室「痴呆が疑われたときにーかかりつけ医のための痴呆の手引き」1999より引用・改変

加齢に伴うもの忘れ 認知症のもの忘れ

体験の一部分を忘れる 全体を忘れる

記憶障害のみがみられる
記憶障害に加えて
判断の障害や実行機能障害がある

もの忘れを自覚している もの忘れの自覚に乏しい

探し物も努力して見つけようとする 探し物も誰かが盗ったということがある

見当識障害はみられない 見当識障害がみられる

取り繕いはみられない しばしば取り繕いがみられる

日常生活に支障はない 日常生活に支障をきたす

きわめて徐々にしか進行しない 進行性である

【もの忘れ】とは
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認知症の経過
（アルツハイマー型認知症の場合）

MCI 軽 度 中等度
人生の
最終段階

重 度

抑うつ・不眠・食欲低下等の治療

認知症（疑い含む）に関する相談（受診先等）

診察＆検査＆診断→治療方針＆生活支援方針の組み立て→症状の進行に合わせて適宜見直し

中核症状の進行抑制（抗認知症薬）

告知→生活方針、医療側との意識共有

他の疾患の鑑別→疾患に応じた治療

看取りに向けた
全人的医療

認知症特有のリスクを
踏まえた全身管理

行動・心理症状をもたらす身体症状の改善

身体疾患そのものに対する適切な医療

認
知
症
医
療

身
体
医
療

抑うつ症状
いらいら感
性格変化

記憶障害、見当識障害の進行

趣味・日課への興味の薄れ

もの盗られ妄想・嫉妬妄想・

抑うつ・不安

会話能力の喪失

基本的ADLの喪失・嚥下や排泄の障害

覚醒・睡眠の不明確化

記憶障害の進行、会話能力の低下

日常生活動作（ADL）の部分的介助

うろうろと歩き回る、多動、攻撃的言動、

妄想、幻覚による行動化 等

（東京都福祉保健局編資料を一部改変）

認知
機能

中核症状

行動・心理症状

10



認知症とMCI（軽度認知障害）
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軽度認知障害（MCI：Mild Cognitive Impairment）

１. 記憶障害の訴えが本人または家族から認められている

２. 日常生活動作（ADL）は正常

３. 全般的認知機能は正常

４. 年齢や教育の影響のみでは説明できない記憶障害

５. 認知症ではない

軽度認知障害に関する19の縦断研究の検討結果、

平均で年間約10％が認知症に進展
（Bruscoli M et al. Int Psychogeriatr 2004）

（Petersen RC et al. Arch Neurol 2001）
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新しい認知症の診断基準

Major neurocognitive disorder

（DSM-5：米国精神医学会診断統計便覧第5版 2013）

A 下記のうち、１つ以上の認知機能が低下

（①複雑性注意、②実行機能、③学習および記憶、④言語、

⑤知覚・運動、⑥社会的認知）

B 認知機能の低下が日常生活に支障を与える。

C 認知機能の低下はせん妄のときのみではない。

D 他の精神疾患（うつ病や統合失調症等）が否定できる。
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「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（H25.5報告）を引用

認知症の病型

アルツハイマー型認知症

67.6%

血管性認知症

19.5%

レビー小体型認知症

4.3%

前頭側頭葉変性症

1.0%

混合型 3.3%

アルコール性 3.9%

その他 0.4%
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国では、京都では

どれくらい認知症の人がいるのか
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「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

（2014年度 厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

平成24年
（2012）

平成27年
（2015）

平成37年
（2025）

各年齢の認知症有病率が
一定の場合の将来推計

人数／(率) 462万人

（15.0％）

517万人
（15.7％）

675万人
（19.0％）

各年齢の認知症有病率が
上昇する場合の将来推計

人数／(率)

525万人
（16.0％）

730万人
（20.6％）

（軽度認知障害）
380万人
（13.0%）

日本における認知症の人の将来推計について
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高齢者における性別・年齢階級別認知症有病率
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朝田隆：都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応．平成24年度厚生労働科学研究費補助金認知症対策
総合研究事業（研究代表者朝田隆）報告書より作成

「東京都の認知症施策」東京都健康長寿医療センター研究所粟田主一先生のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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平成27年
（2015）

平成37年
（2025）

各年齢の認知症有病率が
上昇する場合の将来推計 人数／(率)

525万人
（16.0％）

730万人
（20.6％）

京都府に当てはめた場合

（有病率が上昇する場合）
10.5万人 16.0万人

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による推計をもとに京都府が作成した数値を含む
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44,000 人

49,000 人

54,000 人

59,000 人

64,000 人

69,000 人

74,000 人

79,000 人

84,000 人

89,000 人

94,000 人

平成22年 平成27年 平成32年 平成37年

認知症有病率に基づく認知症高齢者数 ＭＣＩ有病率に基づくＭＣＩ有病者数

厚生労働省研究班

都市部における認知症有病率と認知症生活機能障害への対応
（平成25年5月）による「認知症有病率※1」及び「MCI有病率※2」

※1   5歳ごとの認知症有病率を用いて推計、認知症の全国有病率推定値は高齢者人口の15%
※2 5歳ごとのMCI有病率を用いて推計、MCIの全国有病率推定値は高齢者人口の13%

京都市における認知症高齢者の現状と推計
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どのように支えていくか

認知症高齢者の急激な増加
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地域包括ケアシステム
住まい・医療・介護・予防・生活支援 が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの実現により、重度な要介護状態となっても、
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援･介護予防

病気になったら･･･

医 療

住まい
･自宅
･サービス付き高齢者
向け住宅 等

･地域包括支援センター
（高齢サポート）

･ケアマネジャー

･急性期病院

･亜急性期、回復期、

リハビリ病院

日常の医療

･かかりつけ医

･地域の連携病院

介護が必要になったら･･･

介 護

【在宅サービス】

･訪問サービス
･通所サービス ･短期入所
･小規模多機能型居宅介護
･24時間対応の訪問サービス
･複合型サービス

自治会 ボランティア 老人会 等

【施設･居住系サービス】

･介護老人福祉施設
･介護老人保健施設
･認知症共同生活介護等

通院･入院 通所･入所

地域包括ケアシステムは、

おおむね30分以内に

必要なサービスが提供される

日常生活圏域（中学校区）

を単位として想定

相談業務や
サービスのコーディネート
を行う 老人福祉員 民生委員

介護予防推進センター等

（厚生労働省資料を一部改変） 21



京都式地域包括ケアシステムについて

日常生活圏域における地域包括ケアを実現

するためには、地域住民の啓発が重要であり

各関係団体の協働・支援が不可欠である。

そこで、京都府においては、2011年6月に

「京都地域包括ケア推進機構」が設立された。

京都府知事、京都市長、京都府医師会長、

京都府社会福祉協議会長の呼びかけにより

行政、大学、医療介護、福祉関連団体、など

高齢者の生活に関連している全39団体が

「オール京都体制」で参加している。

（事務局は京都府医師会館内に設置）

介護や療養が必要になっても 医療・介護・福祉の各サービスが一体的に
享受でき すべての府民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるために
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早期発見・早期診断・早期対応体制の構築

一貫したリハビリテーションの推進

安心して人生の最終段階を迎えられる社会の構築

京都地域包括ケア推進機構の設立（2011年6月、39団体）

2013年～

➔「京都式オレンジプラン」の策定 2013年9月
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委員長 井端 泰彦 （京都地域包括ケア推進機構 理事長）
副委員長 (座長） 西村 幸秀 （京都府医師会 認知症対策担当理事）
全体会委員 社会福祉法人 京都府社会福祉協議会

京都府市長会 京都府町村会 H30年現在

医療・ケア連携部会

・一般社団法人 京都府医師会
・一般社団法人 京都私立病院協会
・一般社団法人 京都精神科病院協会
・一般社団法人 西京医師会
・一般社団法人 福知山医師会
・認知症疾患医療センター（京都府立医大附属病院：成本迅）
・認知症疾患医療センター（北山病院：澤田親男）
・一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会
・公益社団法人 京都府介護支援専門員会
・一般社団法人 京都府介護福祉士会
・一般社団法人京都府介護老人保健施設協会
・公益社団法人 京都府看護協会
・一般社団法人 京都府歯科医師会
・京都府地域包括･在宅介護支援センター協議会
・一般社団法人 京都府理学療法士会
・一般社団法人 京都府老人福祉施設協議会
・公益社団法人 認知症の人と家族の会京都府支部

・かかりつけ医、看護師等対応力向上
・医療介護連携人材養成
・合併症、ＢＰＳＤの対応
・病病-病診、医療介護連携の促進

初期対応・地域部会

・一般社団法人 京都府医師会
・京都精神科医会
・一般社団法人 乙訓医師会
・認知症疾患医療センター（府立洛南病院）
・認知症サポート医（京都大学医学部附属病院 当時＊）
・公益社団法人 京都府介護支援専門員会
・一般社団法人 京都府作業療法士会
・京都府言語聴覚士会
・一般社団法人 京都社会福祉士会
・京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター

連絡協議会
・京都地域密着型サービス事業所協議会
・京都府訪問看護ステーション協議会
・一般社団法人 京都府薬剤師会
・公益社団法人 認知症の人と家族の会京都府支部

・初期集中支援機能の具体化
・若年性支援マニュアル作成
・認知症ケアパス
・権利擁護、在宅療養支援

連携

情報共有

《順不同》

認知症総合対策推進プロジェクトの推進体制

計33団体
（京都府・京都市含）

計19団体
（京都府・京都市含）

計16団体
（京都府・京都市含）

オール京都体制で推進

京都地域包括ケア推進機構 認知症総合対策推進プロジェクト

24



認知症総合対策推進プロジェクト（当時）

１ 認知症疾患医療センターの設置
認知症の専門医や相談員を配置し、認知症疾患における鑑別診断・
相談体制や地域の医療ネットワークにより途切れないケア体制を構築

府内８か所

2次医療圏域に
１箇所以上

２ 京都式オレンジプラン（京都認知症総合対策推進計画）の推進
医療・介護・福祉・行政等の連携、早期発見・早期対応の取組を推進

３ 認知症啓発の強化
認知症キャラバンメイト、サポーター等による啓発部隊「オレンジロードつなげ隊」を創設し、
啓発活動を展開、医療・介護・地域での研修・啓発等をおこなう

４ 多様な相談窓口の設置や見守り人材の養成
・京都府認知症コールセンター ・京都高齢者あんしんサポート企業の養成

・認知症（初期対応）カフェの設置 （ 15市町村 → 全市町村、158箇所2013

５ とぎれない医療・介護の仕組みづくり

・初期集中支援チームの設置を促進 4市町村 → 全市町村で設置へ

25
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Community-based 
Integrated 

Support Center

認知症疾患医療センター
2008～

• 地域の認知症の保健医療水準の向上

（基幹型・地域型・地域連携型）
– 専門医療サービスの提供

専門医療相談

鑑別診断と初期対応

身体合併症および認知症の行動・心理症状に対する急性期医療

– 地域連携の推進
認知症に関する情報の発信

地域の保健医療専門職の教育

認知症疾患医療連携協議会の開催
「東京都の認知症施策」東京都健康長寿医療センター研究所 粟田主一先生のスライド（一部改変）

第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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舞鶴医療センター（地域型） 2011

京都府立医大附属病院
（基幹型） 2011

府立洛南病院(地域型) 2011

【京都府のセンター整備の考え方】
①各医療圏域に１カ所以上の配置
②高齢者人口により、複数配置（概ね6万人程度に１カ所）

山城北圏域
京都・乙訓圏域

中丹圏域

丹後圏域

山城南圏域

南丹圏域

西山病院（地域型） 2012

宇治おうばく病院(地域型) 2012

京都府立医大附属北部医療センター（地域型） 2013

京都中部総合医療センター（地域型）2013

京都山城総合医療センター
（地域型） 2013

京都府内の認知症疾患医療センター

【京都市、新規指定】
北山病院（地域型） 2018 
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京都府の認知症疾患医療センター
（基幹型）

京都府立医科大学附属病院
精神科・心療内科

28



国オレンジプラン 京都式オレンジプラン

実施
項目

検討
ﾒﾝﾊﾞｰ

厚生労働省関係部局から構成 医療・介護・福祉・当事者団体等31団体から構成

１．標準的な認知症ケアﾊﾟｽの作成・普及

２．早期診断・早期対応

３．地域での生活を支える医療ｻｰﾋﾞｽ

の構築

４．地域での生活を支える介護ｻｰﾋﾞｽ

の構築

５．地域での日常生活・家族支援の強化

６．若年性認知症施策の強化

７．医療・介護ｻｰﾋﾞｽを担う人材の育成

【共通施策】

医療と介護が一体となった支援体制の構築

（京都式認知症ケアパスの作成・普及・定着）

【個別施策】

１．すべての人が認知症を正しく理解し適切に

対応できる環境づくり

２．<早期発見・早期鑑別診断・早期対応>が

できる体制づくり

３．とぎれない医療体制づくり

４．とぎれない介護ｻｰﾋﾞｽ体制づくり

５．地域での日常生活・家族支援の強化

６．認知症ﾀｰﾐﾅﾙｹｱにおける対策

７．医療資源の地域格差是正

８．若年性認知症への対策

京都式
ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ

特 徴

プラン
評価

実施
主体 国・都道府県・市町村 府・市町村・団体(医療･介護･福祉）・府民

1.全国に先駆けて、京都府の地域実情に即したプランとして策定
2.府、市町村だけでなく、あらゆる関係団体や府民が行動すべき取組を明示
3.予防・初期～ターミナル期までの広範・多岐に渡る認知症の課題全体を網羅
4.達成目標として認知症当事者からの『10のアイメッセージ』を導入

策定年 2012年9月 2015年1月（2017年7月改訂）2013年9月 →2018年3月改定

厚生労働省及び関係省庁

新オレンジプラン

国・都道府県・市町村

計画
期間

2013年度～2017年度 2014年度～2018年度 2015年度～2017年度

１．認知症に係る普及啓発の推進

２．認知症の容態に応じた適時適切な医療・
介護の提供

３．若年性認知症施策の強化

４．認知症の人の介護者への支援

５．認知症の人にやさしい地域づくり

６．認知症の予防法、診断法、治療法、ﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ、介護ﾓﾃﾞﾙ等の研究開発

及びその成果の普及の推進

７．認知症の人やその家族の視点の重視

－ －

国のオレンジプランと京都式オレンジプラン（比較表）

当事者の願い「10のｱｲﾒｯｾｰｼﾞ」 29



30

京都式オレンジプラン 10のアイメッセージ
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１ 認知症施策を巡る
国の動向について

32

新・京都式オレンジプランについて

2018

2013

認知症になっても本人の意思が尊重され、
住み慣れた地域で暮らし続けられる社会を目指して 32



⚫ プランの特徴
➢ 府、市町村だけでなく、あらゆる関係団体や府民の行動指針として策定

➢ 認知症当事者からの『10のアイメッセージ』を導入し、

目指す姿の実現を評価・検証

⚫ 計画期間
2018～2023年度（６年間）

※ 第１次計画は、2013～2017年度

⚫ 策定主体
京都地域包括ケア推進機構

新・京都式オレンジプラン（第２次京都認知症総合対策推進計画）

33



新・京都式オレンジプランの方向性

重点課題
４

１ 認知症の疾病観を変える
２ 診断の直後から、本人・家族に寄り添った支援
３ とぎれない医療・介護の仕組みづくり
４ 若年性認知症の方への支援の強化

個別方策
６

① すべての人が認知症を正しく理解し適切に対応できる環境づくり

② 早期発見・早期鑑別診断・早期対応ができる体制づくり

③ とぎれない医療・介護サービスが受けられる仕組みづくり

④ 地域での日常生活や就労、社会参加等の支援の強化

⑤ 家族・介護者等への支援の強化

⑥ 若年性認知症施策の強化

34



認知症総合対策推進プロジェクト（現在）

認知症疾患医療センターの設置 府内９か所 2次医療圏域に
１箇所以上

「新・京都式オレンジプラン」の推進

認知症啓発の強化
認知症キャラバンメイト、サポーター等による啓発活動を展開 （たとえば警察）

「オレンジロードつなげ隊」 の活動（265名・7チーム）

多様な相談窓口の設置や見守り人材の養成
・京都府認知症コールセンター ・京都高齢者あんしんサポート企業

とぎれない医療・介護の仕組みづくり

【個別方策】
＋

【共通方策】

とぎれない医療・介護のために、
「６つの方策」を提起

個別方策で示した「６つの方策」を
推進するための方策を提起

35



京都式オレンジプランの評価 ①３つの手法

１ 「オレンジ指標」によるアウトプット評価
施策ごとに定められた指標（７７項目）の到達状況を確認

＜指標例＞
・認知症サポーターの養成 目標：12万人 →達成
・認知症初期集中支援チームの設置 目標：全市町村 →達成見込
・認知症カフェの設置 目標：全市町村 →達成
・認知症サポート医の養成 目標：100人 →達成
・認知症介護実践リーダー研修の実施 目標：900人 →達成

２ 「１０のアイメッセージ」でのアウトカム評価
プランのアウトカムである「10のアイメッセージ」の到達度について、

認知症の人、家族、支援者に対するアンケート調査の実施

３ 本人ミーティング、家族ミーティング（フォーカス・グループ・ディスカッション）
認知症の人、家族が感じている生活の困りごとや願いをディスカッションに

より引き出し、早期対応や途切れない医療介護について、次の施策に反映
させる。 36



⚫ プラン改定に際し、「10のアイメッセージ」の達成状況を評価するため、

認知症の人・家族・支援者にご協力いただき、アンケートを実施。

〔調査の概要〕

10のアイメッセージの評価 ～「目指す社会」にどれだけ近づけたか

調査対象 府内の認知症の人（在宅）及び家族、支援者（サポート医、ケアマネジャー等）

調査方法 本人・家族：調査員による対面（聞き取り）、支援者：郵送による

調査項目 「１０のアイメッセージ」の内容を、２３の調査項目に細分化

実施期間 2017年 3月 ～ 2017年 10月

回答数 本人：98（MCI 19、軽度25、中等度 54）、家族：103、支援者：345
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京都式オレンジプランの評価 ②アイメッセージ評価（結果）

背 景

・認知症への不理解や偏見

・行動や活動に対する制約

・自分らしさが発揮できない

・診断までに時間がかかる

・受容支援や寄り添い支援の不足

・身体合併症に対するケアの排除

・在宅療養の困難さ（ケアの不足）

・認知症を理由に、就労や社会参加

が妨げられている

・認知症を理由に、自己実現が妨げ

られている

・家族支援が不十分、負担が大きい

・認知症への不理解や偏見

・受容支援や寄り添い支援の不足

・意志決定支援の不足

・情報提供や支援体制が不十分

（不十分な地域がある）

・若年性認知症に対するサービス

の不足（サービスがない）
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10のアイメッセージ評価の結果
～本人・家族・支援者から見た課題～

⚫本人・家族による評価

⚫支援者による評価

全ての項目の評価が低く、「目指す社会」の実現には、多くの課題が存在

評価の高い項目 評価の低い項目

１．認知症に対する正しい理解

３．医療・介護サービス

２．早期診断、診断後の受容支援、
自己決定支援

４．就労・社会参加等

５．自己実現

６．家族支援

９．若年性認知症の方への支援

39



認知症の人の参加による意見交換
〔本人ミーティングの開催〕

⚫ 認知症の人や家族に、普段の生活の中で感じていることや困り事、願いなどを
話し合っていただき、その声をプランの改定に反映するため、府北部・南部の
２ヵ所で、認知症の人の参加によるミーティングを開催。

南部地域（宇治） 北部地域（京丹後）

開催日 2017年 7月 4日（火） 2017年 8月 23日（水）

場 所 京都文教大学 府立医大附属北部医療センター

参加者

本 人 ６名
家 族 ５名
ファシリテーター ２名
支援者、サポーター等 ３３名

本 人 ６名
家 族 ４名
ファシリテーター ３名
支援者、サポーター等 ２０名

40



京都式オレンジプランの評価 ③本人ミーティング（結果）

１ 周囲に認知症をオープンにすること、支援を求めること、
行動することへの迷いや葛藤、難しさがあった。

⇒オープンにできる人が出てくると、認知症の理解が進む。
オープンにできず支援を求めれなかった人も可能になる。

２ 診断後、不安や苦悩、葛藤を抱え、周囲とのつながりを
失い、孤立に陥っていく経験があった。

⇒診断後の本人や家族の気持ちに寄り添い、それぞれの方が
必要な支援につながることのできるような取組が必要。

３ 仲間との出会いにより、再び希望と自信を取り戻した。
⇒本人・家族がそれぞれの仲間と出会う場が必要。

南部では、そのような場を歩いて行ける生活圏ごとに、
北部では、そのような場に行くための移動手段が課題。

41



１． 認知症への理解は、まだまだ進んでいない

認知症であることを周囲に伝えたり、様々な活動に参加し、

地域でいきいきと暮らしていくことの妨げとなっている。

２． 当事者同士の出会いが、次の一歩につながる

周囲から孤立し、悩む当事者が、次の一歩を踏み出すためには、

「ピアサポートの場づくり」が求められる。

３． 社会参加を通して、認知症の疾病観を変えていく

認知症の人が社会参加していく事は、自己実現と共に、

周囲の理解を進める上で重要。

新・京都式オレンジプラン 視点（１～３）

42



新・京都式オレンジプラン 視点（４～６）

４． 診断直後からの支援が重要だが、まだ不足している

認知症の診断後は、本人・家族の不安やショックが大きい。

認知症を受容し、認知症とともによりよく生きていくための

支援の充実が求められる。

５． 医療と介護のさらなる連携が求められる

身体合併症や行動・心理症状（BPSD）への対応など、

途切れずに医療・介護が受けられる体制づくりや

家族へのサポートが求められている。

６． 若年性認知症の方への支援が、大きく不足している

就労継続や社会参加、生きがいづくりなど、本人の希望や

状況に応じた幅広い支援が求められる。 43



新・京都式オレンジプラン 目標と重点課題

１ 認知症の疾病観を変える 【アイメッセージ １・４・５】
認知症の人の社会参加の支援や、認知症に関するポジティブな情報の発信、多世代への啓発

などを通して、認知症に対する社会のイメージを変えていく

２ 診断の直後から、本人・家族に寄り添った支援 【アイメッセージ ２・６・７・８】
認知症初期集中支援チームや認知症リンクワーカーによる支援やピアサポートの場づくりなど、

診断の直後から、認知症の人や家族の気持ちに寄り添った支援を充実させる

３ とぎれない医療・介護の仕組みづくり 【アイメッセージ ３・10】
状態や環境が変わっても、とぎれずに医療・介護サービスを受けられるよう、医療と介護の連携

や、身体合併症・BPSDへの対応などを進める

４ 若年性認知症の方への支援の強化 【アイメッセージ ９】
若年性認知症支援コーディネーターと関係機関が連携、就労継続や社会参加、生きがいづくり、

家族への支援など、幅広い支援を充実させる

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会
【10のアイメッセージの実現】

プランの目標（目指すべき姿）

重点課題

44



１． １０のアイメッセージの普及による当事者視点の浸透

○施策評価・立案への当事者の参画の推進

当事者による施策評価・立案の仕組みが広く普及・定着するように支援

○当事者の視点に立ったケアの推進

医療・介護従事者等を対象とした研修を通じて、当事者視点に立ったケアを推進

２． 認知症に関する情報発信の充実

○ポータルサイトなどによる情報発信の充実

「きょうと認知症あんしんナビ」や様々なツールを活用し、情報発信を充実

○認知症に対するポジティブなイメージの浸透

認知症の人や家族による情報発信の機会を拡大

３． 地域の特性に応じた取組の推進

各市町村において、地域の実情に応じた効果的な取組、専門人材の養成や

様々な仕組みづくりなどを支援

新・京都式オレンジプラン 共通方策

45



１．すべての人が認知症を正しく理解し適切に対応できる環境づくり

認知症サポーター、キャラバンメイトの養成と活用、教育機関との連携

地域包括・在宅介護支援センターでの「ワンストップ認知症相談」の実施 等

２．＜早期発見・早期鑑別診断・早期対応＞ができる体制づくり

認知症初期集中支援チームによる支援の充実、認知症リンクワーカーによる支援の実施、

認知症カフェへの当事者参加の参加促進 等

３．とぎれない医療・介護サービスが受けられる仕組みづくり

認知症地域支援推進員のネットワーク構築、多職種連携の促進 等

４．地域での日常生活や就労、社会参加等の支援の強化

見守りや地域支援ネットワークの充実、移動支援・日常生活支援の充実、権利擁護の

推進、認知症の人の居場所づくり、就労・社会参加等の支援 等

５．家族・介護者等への支援の強化

認知症初期集中支援チームによる支援の充実、認知症リンクワーカーによる支援、

ピアサポートの実施 等

６．若年性認知症施策の強化

居場所・生きがいづくり支援の充実 等

新・京都式オレンジプラン ６つの個別方策

＜市町村が核となる主な取組＞
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認知症啓発の強化
多様な相談窓口の設置

見守り人材の養成
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http://www.kyoto-ninchisho.org/ 48



福知山城（福知山市）

オレンジロードつなげ隊

活動事例

認知症寸劇 認知症カフェ 認知症声掛け訓練

認知症オレンジライトアップキャンペーン 9月21日 世界アルツハイマーデー

京
都
タ
ワ
ー
（京
都
市
）

けいはんなプラザ（精華町）

府民・市民への認知症啓発の強化
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認知症の啓発活動
αモーニングゴールド（2018.4.27)

FM京都89.4 α-STATION 
DJ佐藤弘樹さん
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「京都市八条中学校 認知症サポーター養成講座」
平成31年1月22日

西村幸秀（認知症サポート医）
医療法人同仁会（社団）介護事業部 統括医師

認知症サポーター
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高齢運転者の対策
2017年3月12日 改正道路交通法 施行
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運転適性相談窓口の設置、自主返納について
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とぎれない医療・介護の仕組み
⇩

意思決定支援の重要性
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認知症のサービス提供体制

認知症疾患医療センター

専門医療

認知症サポート医

かかりつけ医

地域包括支援センター

居宅介護支援

事業所

ケアプラン作成

介護保険サービス

医療サービス 介護サービス

地域連携推進

・専門医療相談
・鑑別診断と初期対応
・身体合併症および認知症
の行動・心理症状に対する
急性期医療

・情報発信
・人材育成
・認知症医療連携推進会議等
による認知症支援体制づくりの
推進

「東京都の認知症施策」東京都健康長寿医療センター研究所粟田主一先生のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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地域包括

支援センター
（高齢サポート）

●認知症への気づき・受け入れ

●専門機関を紹介

●日常的なフォロー（認知症を含む）

●介護系サービス等の把握と連携

●家族の負担の理解、不安の軽減

相談
助言

京都における認知症医療の地域連携

本人

家族

認知症サポート医
府内159名（2019年1月現在）認知症疾患医療センター（京都府）府立医科大成本迅教授

認知症疾患医療センター（京都市）澤田院長
京都府医師会西村ら、
京都府・京都市の担当者
京都地域包括ケア推進機構の担当者

かかりつけ医認知症対応力向上研修

認知症サポート医フォローアップ研修 等

企画立案・実施

認知症の専門医療機関

認知症疾患医療センター

具体的な連携や地域ケア会議など

認知症初期集中

支援チーム

連携

相談支援

連携

連携

かかりつけ医
もの忘れ相談医等（地区医師会）

連携

鑑別診断やBPSD

運転免許の診断書提出命令

ケアマネジャー

看護師

介護職等

多職種

認知症サポート医連絡会

認知症サポート医幹事会
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「１０のアイメッセージ評価」での意思決定支援不足

＜10のアイメッセージ⑦＞
私は、自らの思いを言葉でうまく言い表せない場合が

あることを理解され、人生の終末に至るまで意思や好み
を尊重されてすごしている。

＜評価の結果＞
➔受容支援や寄り添い支援の不足
➔意志決定支援の不足

Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto
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新・京都式オレンジプラン推進ワーキング 現在議論している内容
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医療従事者向け 在宅支援チーム向けご本人と家族の方向け

http://j-decs.org/からダウンロード可 2015年9月作成

意思決定支援ガイド

Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto 60



認知症の人と家族のための
医療の受け方ガイド

Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto
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医療（病院・診療所）

• 同意能力評価

• 分かりやすい説明と理解のため
のサポート

• 意思決定プロセス

医療と介護をつないで意思決定サポートの質を高める

介護（在宅・施設）

• 本人の意向確認
• 在宅支援者からの情報
• 家族からの情報

本人の意思決定を尊重した、地域包括ケア・多職種連携の中での意思決定

Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto（一部改変）
70

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けられる
【10のアイメッセージの実現】



一般社団法人「日本意思決定支援推進機構」
（意思決定能力評価・サポートセンター）

医療同意能力評価 意思決定支援

認知症高齢者を対象とした医療現場における支援つき意思決定

民間事業者
（金融機関、小売）

• 金融商品・保険
• サービス契約

法律
（弁護士・司法書士）

• 遺言作成
• 成年後見制度利用

介護福祉
（ケアマネジャー・介護士）

• 介護サービス契約
• 施設入所

医療
（病院・製薬会社）

• 医療同意
• 治験プロトコール

「日本意思決定支援推進機構」

【権利擁護と適切な意思決定支援のための研究開発及びサービス提供の継続的推進】
• 他分野への応用展開
• 意思決定支援に関する事業

https://www.dmsoj.com/

【設立目的】 意思決定能力の評価法と意思決定支援方法の開発とサービス提供、普及啓発
活動を通して民間企業や行政、医療機関の意思決定支援の質の向上を図り、意思決定能力が
低下した人の権利擁護と福利に資すること

Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto（一部改変）

2018年7月設立
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Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto 72



認知症の人も生活できる街づくり
（実際の取組について）
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交通
機関

不動産

金融機関

コンビニ・
スーパー

医療

福祉

行政

飲食店

認知症の人も
生活できる街づくり

迷っても安心
安心して外出できる

自分に合った物件
を借りられる

生活に必要な
お金をおろす
ことができる。
詐欺・虐待から
守ってくれる。

安心して買い物
ができる

認知症になって
も利用できる

認知症になっても
利用でき、
必要な行政
サービスを
利用できる

必要な介護サービスを
利用できる

必要な医療が
受けられる

認知症に気づいて
さりげなくサポート

Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto
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岩倉地域包括支援センター
松本惠生氏提供 75



岩倉地域包括支援センター 松本惠生氏提供 76



岩倉地域包括支援センター
松本惠生氏提供
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認知症の理解（医学的見地から）
●主な認知症ごとの特徴
●地域連携、多職種連携の必要性

知っておくべき基本知識
●高齢者とのコミュニケーションのとり方
●高齢者との信頼関係の築き方
●意思決定能力とは
●金融機関における認知症気づきのポイント
●金融機関と公的支援窓口との連携

今すぐ活かせる！ ケース・スタディ
●「通帳や印鑑を繰り返しなくす」
●「経済的虐待」「詐欺被害」

金融機関の困りごと〔対面編〕
●来店目的不明で長時間銀行に居続けるケース
●何度もかけてくる電話への対応
●預金を盗られたという訴えへの対応
●本人の認知機能が変動しているケース
●決められない本人に代わって、家族が預金解約を希望するケース
●本人が成年後見制度の利用を拒否するケース
●家族間の意見の対立があり、本人が特定の家族の言いなりになっているケース

金融機関の困りごと〔訪問編〕
●長くお付き合いのある顧客宅を訪問したら、以前と様子が違うケース
●長くお付き合いのある顧客が保険料を滞納するケース
●長くお付き合いのある顧客が、最近、自動車事故を頻繁に起こすケース

金融機関が準備できること
●リスク性商品の売買を行う場合
●金融機関の組織的な対応方針について Kyoto Prefectural University of Medicine   Jin Narumoto
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「認知症への備え」のために
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地域での啓発活動（京都市南区地域介護予防推進センター）
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地域での啓発活動（京都市南区地域介護予防推進センター）
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MCI（軽度認知障害）

認知機能の低下が気にならない状態

認知症

生活改善・認知力UPトレーニング

原因（生活習慣病等）の治療・薬物療法

生活改善・認知力UPトレーニング

X

X
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認知機能の低下を抑える工夫

【食事】

＊魚の油には神経系のつながりを良くするDHA、EPA等

＊野菜・果物に含まれるビタミン類・葉酸・ポリフェノール

例えば、ブロッコリー、ほうれん草、アスパラガスなど

＊緑茶を毎日飲む人は発症リスクが少ないという報告あり

＊赤ワインは飲みすぎなければおすすめ

＊ココナッツオイルが良いという説

＊高脂肪・高カロリーを控えることは生活習慣病の予防

＊サプリメントは手軽だが、頼りすぎるのは良くない

DHA、ビタミンB群（葉酸、ナイアシン）、ビタミンA・C・E 83



【運動】

＊身体機能の低下と認知機能の低下は関連あり

＊身体機能の維持・向上には、適度な運動の習慣

＊有酸素運動→血行改善で脳の働きの活性化

＊筋力トレーニング→感覚神経を鋭敏にして、

脳への刺激・活性化

＊バランスアップ→転倒のリスクを減らす

＊介護予防のプログラムへの参加

認知機能の低下を抑える工夫
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【社会的交流】

➡各種プログラムへの参加

＊人づきあい、趣味の継続、みんなで活動

＊コミュニケーションの向上

＊オレンジカフェなどの地域での集まり

＊競い合いによる刺激、問題解決による活性化

＊音楽療法、回想法で眠っている記憶を引き出す

＊作品作りで感性を磨き、集中力を高める

＊料理で遂行能力のトレーニング、デュアルタスク

認知機能の低下を抑える工夫
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我が国（厚生労働省）の方向性
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介護職員賃金の引上げ ＊2019年10月にも引上げ

介護業界のイメージの改善

各介護施設における「専門職の業務」と「非専門職の業務」の仕分け

外国人の就労拡大 ＊新在留資格

IT、センサー等による記録入力業務、夜間業務等の省力化

高齢者の就労拡大 ＊希望に応じた柔軟な働き方

○ 人手不足への対応

88



• 人口減少時代への適合

• 予防や病気のなる前のもとの暮らしに戻ることへの応援

• 住民同士の支え合いや社会参加・地域貢献の拡大

• 介護に限らず生活課題全般に対応する視点

（地域共生社会）

○ 介護保険のあり方

89



（備考）国立社会保障･人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」より作成。
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2015 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090

年少人口
生産年齢人口
高齢人口
総人口

第一段階
高齢者増加
年少・現役減少 第二段階

高齢者維持・減少
年少・現役減少

第三段階
高齢者減少
年少・現役減少

２０１５を１００とした指数

（0～14歳）

（15～64歳）

（65歳以上）

人口減少の進み方

100

「日本の高齢者施策」厚生労働省老健局長大島一博局長のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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高齢者の就労意向と就労希望年齢

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

６０歳くらいまで
11.8

６５歳くらいまで
21.4

７０歳くらいまで
23.6

働けるうちはいつまでも
29.5

７５歳くらいまで
10.1

７６歳以上
2.7

無回答
1.0

（出典）内閣府「平成２５年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（2013）
（注） 60歳以上の男女を対象とした調査（n=1,999）

いつまで働きたいか（６０歳以上の人）

６５．９％

６５％は６５歳を超えても働くことを希望

「日本の高齢者施策」厚生労働省老健局長大島一博局長のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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42.02 42.05

35.04 35.31
35.96 36.20 36.46 36.55 36.56 36.62 36.87 37.26 37.60 37.74 38.09

38.55 38.95 39.14 39.10

30.78 31.12
31.86

32.33 32.66 32.82 32.98 33.18 33.32 33.55 33.78 33.91
34.34 34.69 34.97 35.07 35.02

37.45 37.65
38.25 38.50

38.95 39.03 39.23 39.14 39.46 39.66 40.06 40.41 40.62 40.63 40.97 41.24
41.68

33.67
33.95

34.58 35.01 35.35 35.41 35.47 35.53 35.75
36.27 36.66 37.06 37.41

37.90 38.30 38.65 38.82

29.67
29.98

30.65 31.01 31.36 31.36 31.62 31.57 31.92
32.48

33.00 33.32 33.59
34.22 34.55 34.91 34.88

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

H10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

（点）

65～69歳男子 70～74歳男子 75～79歳男子

65～69歳女子 70～74歳女子 75～79歳女子

新体力テストの合計点の年次推移

（出典）文部科学省「平成26年度体力・運動能力調査」

・高齢者が若返っている。この15年前で比べても5歳以上。

「若返る」高齢者

「日本の高齢者施策」厚生労働省老健局長大島一博局長のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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• 認知症は、運動、食生活、交流、糖尿病予防、難聴対策等の
取り組みにより、発症を先送りすることができる。（予防）

• しかし認知症は老化。歳を取れば誰もがなる。
（85歳40％、90歳60％、95歳80％）

• 認知症になって生活上の困難が生じても、周知や地域の力で
極力それを減らし、幸せに暮らせるようにすることが大事。

○ 認知症の特色

「日本の高齢者施策」厚生労働省老健局長大島一博局長のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の概要
～ 認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～ （平成27年１月策定・平成29年７月改定）

・ 認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくこと
ができるような環境整備が必要。
・ 認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが
できる社会の実現を目指す。

新オレンジプランの基本的考え方

・ 安倍総理の指示を受け、厚生労働省が関係府省庁（内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、
総務省、法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）と共同して策定
・ 策定に当たり認知症の人やその家族など様々な関係者から幅広く意見を聴取

○ 数値目標（2020年度末）は15項目設定（改訂前は11項目設定（平成29年度末））

認知症サポーターの養成 ：1066万人（2018年９月末）

認知症サポート医の養成 ：8000人 （2017年度末）

認知症初期集中支援チームの設置：1727市町村（2018年８月末）

認知症疾患医療センターの設置 ：429カ所 （2018年９月末）

○ 認知症に関わる事が多い業界への理解推進、認知症サポーターが活躍している取組の普及・推進

○ 認知症の人本人による発信の共有 等

現在までの進捗・取組状況

○ 諮問会議において、官民連携の推進、予防に関する取組の強化について指摘を受けている。

○ 経済財政運営と改革の基本方針において、研究開発や産業化の一層の推進が求められている。

課題

「日本の高齢者施策」厚生労働省老健局長大島一博局長のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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【実績と目標値】
サポーター人数：２０１８（平成３０）年９月末実績 １０６６万人

（目標値：２０２０（平成３２）年度末 １２００万人）

○キャラバンメイト養成研修

実施主体：都道府県、市町村、全国的な職域団体等

目 的：地域、職域における「認知症サポーター養成講座」の講師役

である「キャラバンメイト」を養成

内 容：認知症の基礎知識等のほか、サポーター養成講座の展開方法、

対象別の企画手法、カリキュラム等をグループワークで学ぶ。

○認知症サポーター養成講座

実施主体：都道府県、市町村、職域団体等

対 象 者：

〈住民〉自治会、老人ｸﾗﾌﾞ､民生委員、家族会、防災・防犯組織等

〈職域〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパーマーケット

コンビニエンスストア、宅配業、公共交通機関等
〈学校〉

小中高等学校、教職員、ＰＴＡ等

（認知症サポーター）

○ 認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる
範囲での手助けをする人

認知症サポーター

「日本の高齢者施策」厚生労働省老健局長大島一博局長のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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（例）

【市民参加の拡充】
○ 認知症サポーターを増やす。加えて、希望者に

は認知症者の見守りなど直接的な支援を担って
いただく。

【「生活バリアフリー」の推進】
○ 国交省、経産省、金融庁等の協力の下、認

知症者が買い物や金融機関・交通機関などを、
スムーズに利用できる環境づくり。

認知症施策の今後の方向

共 生 予 防
(発症の後送り)

（例）

【研究開発】
○ 予防、治療に関する研究を強化し、予防に関

するエビデンスの収集を進める。

【体操などを行える身近な場の提供】
○ 予防因子として、運動、食事、交流、糖尿病

予防、難聴対策等が指摘されている。

○ そのため、身近な歩いて行ける範囲にたくさんの
通える場を作り、週に一回以上一時間程度の
身体を動かす機会を提供する。

「日本の高齢者施策」厚生労働省老健局長大島一博局長のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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認知症にやさしい地域社会の創出

新オレンジプランのコンセプト

地域包括ケアシステム
の実現

「東京都の認知症施策」東京都健康長寿医療センター研究所粟田主一先生のスライドより
第2回認知症国際アジア会議in加賀（2019年1月11日）
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英国における取組からのヒント
～健康寿命の延伸にも関連する～

「認知症」から「実りある健康的な加齢」へ
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Dementia to Productive Healthy Ageing  

Research to Policy to implementation 

Kaga city Japan

January 2019

Charles Alessi, Senior Advisor, Public Health England

認知症から実りある健康的な加齢へ
研究から政策へ、そして実施へ

英国における道のり
英国公衆衛生庁 シニアアドバイザー

チャールズ・アレッシ
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Risk Factors

「Dementia to Productive Healthy Ageing, Research to Policy to implementation」
(Dementia International Asian Meeting in Kaga city Japan, January 11th 2019)  

Charles Alessi,  Senior Advisor, Public Health England

リスク因子
血圧・気分・運動・糖尿病・心疾患
喫煙・飲酒・食事・認知能力・慢性腎臓病
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「Dementia to Productive Healthy Ageing, Research to Policy to implementation」
(Dementia International Asian Meeting in Kaga city Japan, January 11th 2019)  

Charles Alessi,  Senior Advisor, Public Health England

PHE’s dementia programme 2015 to 2020
Aim: reduced prevalence and incidence of dementia among 65-74yrs

Raising awareness of dementia risk reduction

Providing better data and intelligence

Addressing dementia inequalities

Supporting people and their carers to live well

目的：65～74歳の認知症有病率および発生率の低減
①認知症リスク低減に関する意識の向上 ②よりよいデータと情報の提供
③認知症格差に取り組む ④認知症の人と介護者の充実した生活を支援
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「Dementia to Productive Healthy Ageing, Research to Policy to implementation」
(Dementia International Asian Meeting in Kaga city Japan, January 11th 2019)  

Charles Alessi,  Senior Advisor, Public Health England

ADの約3分の1は修正可能なリスク
因子によるものと考えられる リスク因子を10年ごとに20％低減

すれば、英国での有病率を2050年
までに16.2％（30万例）削減可

心臓に良いことは、脳にも良い
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Protective factors

What do you think are some of the protective 

factors are for avoiding dementia?

「Dementia to Productive Healthy Ageing, Research to Policy to implementation」
(Dementia International Asian Meeting in Kaga city Japan, January 11th 2019)  

Charles Alessi,  Senior Advisor, Public Health England

【社会との関わり】
友人と会う
ボランティア

【認知的刺激】
読書
パズル

クロスワード

【教育】
外国語を学ぶ

認知症を予防するために
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Our goal - Healthy Productive ageing  
To change the way people think about ageing

so that increasing longevity with good health is 

viewed as the norm for the majority of older 

people, accompanied by the many opportunities 

that older people can be productively engaged 

with, to contribute to community/society, and 

to have a purpose in life. 

「Dementia to Productive Healthy Ageing, Research to Policy to implementation」
(Dementia International Asian Meeting in Kaga city Japan, January 11th 2019)  

Charles Alessi,  Senior Advisor, Public Health England

英国での目標ー健康的な実りある加齢

加齢に対する人々の考え方を変え、健康長寿が高齢者の大多数にとって
あたりまえの事と見なされるようになり、高齢者がコミュニティ/社会に
生産的に関わり、貢献し、人生の目的を持つことができる多くの機会が
もたらせるようにする
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実りある健康的な加齢

「Dementia to Productive Healthy Ageing, Research to Policy to implementation」
(Dementia International Asian Meeting in Kaga city Japan, January 11th 2019)  
Charles Alessi,  Senior Advisor, Public Health England

【経済的安定】

将来への不安がない
やりがいのある柔軟な働き方

【意味と目的】

質の高い働き方
誰かの世話
ボランティア

【レジリエンス】

身体・認知の予備能を構築する
学習機会

【身体的健康】

身体活動を増やす
健康的な食事と体重管理

【つながり】

社会的支援
友人や家族のネットワーク

実りある
健康的な加齢
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現行のモデルは「3段階の人生」

0-15 16-64 65+

誕生 教育 勤労 引退

人生100年時代は「多段階の人生」にシフトする可能性

人生100年時代に、仕事はどのように変わるか

• 現行の人生構成、キャリアパス、教育の選択肢、社会的規範は、「寿命の延び」という新たな現実に合ってない。

• 「フルタイムの教育、その後の継続的な勤労、そして完全な引退」、という3段階からなる人生像は、私たちの親や祖父母の時代には有効だったかもしれな

いが今日の社会では的外れである。

• 長寿化により、引退の年齢が高くなれば、伝統的な3段階の人生は多段階へと変化し、例えば、2つ、3つ、あるいはそれ以上のキャリアを含んだものと

なるだろう。児童期と成人早期に受けた一続きの教育では、持続的な60年間のキャリアを支えることはできなくなるだろう。

• これらの段階は、それぞれが異なり、さまざまな領域にまたがるものとなる可能性がある。 ある段階で経済的成功をおさめ、別の段階で「より良い

ワーク/ライフバランス」を生み出し、また別の段階で社会貢献をおこなったり、休息や再充電のために長期休暇を取ったりするかもしれない。

0-15 16-23 24-33 34-50 51-61 62-72 73-78 79+
誕生 教育 勤労 教育

再訓練
勤労 キャリアの中断 引退

寿命が延び、従来と異なるアプローチが必要

教育
再訓練 106



ご清聴ありがとうございました
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