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Ⅰ章
１

事業概要
事業の趣旨について

平成 24 年 6 月、これまでの認知症施策を再検証し、今後目指すべき基本目標を定めた
「今後の認知症施策の方向性について」が、厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチ
ームによりとりまとめられた。
この報告書の中では、これまでのケアは、認知症の人が認知症の行動・心理症状等に
より「危機」が発生してからの「事後的な対応」が主眼となっていたが、今後は新たに
「早期支援機能」と「危機回避支援機能」を整備し、これにより、「危機」の発生を防ぐ
「早期・事前的な対応」に基本を置くというものであり、認知症になっても尊厳をもっ
て質の高い生活を送るという私たち共通の望みの実現に向けて具体的な方策を推進して
いく必要があるとしている。
この報告書や、高齢者の増加に伴い認知症の人が更に増加することが見込まれている
こと等を踏まえて、施策を具体的に推進するため、同年 9 月、厚生労働省において、「認
知症施策推進 5 か年戦略（オレンジプラン）」を策定し、その後、オレンジプランを加速
化するために、厚生労働省だけでなく、関係府省庁と共同して、平成 27 年 1 月 27 日に
認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）を策定した。
こうした経過の中、平成 25 年度には『認知症の早期診断・早期対応』に対応するため
のモデル事業として、「認知症初期集中支援チーム設置促進モデル事業」が全国 14 市町
村で実施された。その成果を踏まえ、平成 26 年度は介護保険制度の改正（平成 26 年度
改正）によって再編された地域支援事業の任意事業の「認知症初期集中支援推進事業」
に位置づけ、平成 27 年度は地域支援事業の包括的支援事業とし、さらに平成 30 年度に
はすべての市区町村で実施することとしている。
本テキストでは、この「認知症初期集中支援推進事業」について、事業の目的、実施
方法等を整理し、説明を加えた。
本テキストを基に、関係機関・団体等との連携・協力のもと、事業の実施主体である
市区町村及び「認知症初期集中支援チーム」による効果的・効率的な事業活動が実現さ
れ、認知症の人の意思が尊重され、できる限り地域の住み慣れた地域のよい環境で暮ら
し続けることができる仕組みとして整備されることを期待する。
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２

新オレンジプランにおける事業の位置づけ
新オレンジプランの策定に当たっては、認知症の人やその家族をはじめとした様々な

関係者から幅広く意見を聞き、認知症の人やその家族の視点に立って、施策を整理した。
また、厚生労働省が関係 11 省庁と共同して策定したものである（図 1‑1）。
新オレンジプランの基本的考え方として、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推
進していくため、認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるた
めに必要としていることに的確に応えていくことを旨としつつ、7 つの柱に沿って、施策
を総合的に推進していく。この戦略の対象期間は 2025 年（平成 37）年までであるが、施
策ごとに具体的な数値目標を定めるに当たっては、介護保険事業計画との整合を図り
2017 年（平成 29）年度末等を当面の目標設定年度としている。

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～の概要
・ 高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群。高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加
２０１２（平成２４）年 ４６２万人（約７人に１人） ⇒ 新 ２０２５（平成３７）年 約７００万人（約５人に１人）

・ 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。

新オレンジプランの基本的考え方
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。
・ 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
・ 新プランの対象期間は団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平成３７）年だが、数値目標は 介護保
険に合わせて２０１７（平成２９）年度末等
・ 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

七
つ
の
柱

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
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認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究
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

図 1‑1
認知症初期集中支援事業は、新オレンジプランの２つ目の柱の「認知症の容態に応じ
た適時・適切な医療・介護等の提供」の早期診断・早期対応のための体制整備として位
置づけられている。
その中で、認知症初期集中支援チームの設置については、「早期に認知症の鑑別診断が
行われ、速やかな適切な医療・介護等が受けられる初期の対応体制が構築されるよう、
認知症初期集中支援チームの設置を推進する。市町村が地域包括支援センターや認知症
疾患医療センターを含む病院・診療所等にチームを置き、認知症専門医の指導の下、複
数の専門職が認知症が疑われる人又は認知症の人やその家族を訪問し、観察・評価を行
った上で家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、かかりつけ医と連携しな
がら認知症に対する適切な治療に繋げ、自立生活のサポートを行う。」こととしている。
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３

本事業実施上のポイント
平成 25 年度に認知症の早期診断・早期対応に対するモデル事業を実施し、平成 26 年
度には認知症初期集中支援推進事業を地域支援事業の任意事業として実施した。その中
で重要なものとして、以下の 3 点が抽出できた。
①工程表（実施計画）の作成と管理
「普及啓発推進事業」
「認知症初期集中支援」
「認知症初期集中支援チーム検討委員会の
設置」の要素を組み立てて、必要な実施計画を示す工程表を作成することは、事業の
具体的な推進の機動力となる。
②地域での活動基盤となるシステムづくり
あらゆる方法を駆使して、様々なところから対象者をリストアップできるようなシステ
ムと、対象者介入とその後の支援体制をつくる地域の連携システムが重要。
「認知症初
期集中支援チーム検討委員会」によって、検討を加える体制を築き、地域の意思統一
の図れるための仕組みづくりが大切。
③チーム員会議の機能と効果的運営
認知症疾患や認知機能に加え、生活障害、身体の様子などの観察・評価結果の提示方
法など必要な項目に絞った効率的な検討ができるような会議の資料の作成が必要。ま
た、アセスメント結果を基に、必要な支援を迅速に判断し、適切なサービスの提供に
結びつけるための会議となるようなフォーマットは必要不可欠であり、より必要な情
報がとれるような工夫が必要。
この事業を実施していく上で、事業全体から見た場合のポイントとして、以下の４
点については、事業実施主体となる市町村及び具体的な認知症初期集中支援を行うこ
ととなる「認知症初期集中支援チーム」の双方において理解した上で実施することが
重要となる。

【地域包括ケアシステムの構築】（図 1‑2）
・ 認知症の人の数は 2012（平成 24）年で約 462 万人、65 歳以上高齢者の約 7 人に 1 人
と推計されている。また、この数は高齢化の進展に伴いさらに増加が見込まれてお
り、2025（平成 37）年には認知症の人は約 700 万人前後になり、65 歳以上高齢者に
対する割合は、現状の約 7 人に 1 人から約 5 人に 1 人になる見込みである。
・

認知症高齢者の半数は在宅で生活しており、各介護サービスにおいても認知症への
対応が求められること。

・ 各地域の実情に応じて、医療サービスと介護サービス、双方向のシームレス（切れ目
のない）なサービス提供が求められており、認知症施策においても同様の切れ目のな
い対応や連携が必要であること。
・ 各自治体では、今後、地域包括ケアシステムの構築を含めた街づくりを行う必要があ
り、その際には、認知症施策を主眼においた街づくりが求められること。
など、地域包括ケアシステムの体制構築には、認知症初期集中支援サービスを含む、
認知症高齢者施策が必須である。
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図 1‑2

【認知症初期集中支援チームと他施策の関係】
認知症は早期診断・早期対応が重要であることから、初期の段階で医療と介護との連携
の下に認知症の人やその家族に対して個別の訪問を行い適切な支援を行う「認知症初期集
中支援チーム」や、地域の実情に応じた医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関
をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う「認知症地域支援
推進員」の設置に取り組むことが重要となる。また、認知症ケアに携わる多職種の協働研
修、認知症カフェ等による認知症の人とその家族への支援など認知症ケアの向上を推進す
る事業を地域支援事業で推進することも重要である。
また、かかりつけ医や、認知症疾患医療センター等の専門医療機関との連携体制が必要
であることが、「認知症初期集中支援チーム」の一つのポイントなっている（図 1‑3）。

4

図 1‑3

【認知症初期集中支援推進事業の全体像】
本事業は、新オレンジプランの中にもあるように、市町村を実施主体として、認知症
になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続け
られるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以
下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する
ことを目的としている。
この専門職で構成される支援チームは、地域包括支援センター等に配置され、家族の
訴え等により認知症が疑われる人や､認知症の人及びその家族を訪問し、観察・評価し、
家族支援などの初期の支援を、専門医療機関やかかりつけ医と連携しながら、包括的、
集中的に行う。また、支援チームは、対象者が必要な日常支援や日常診療に結びつくよ
うに支援を行い、介護支援専門員等に引き継ぐという個別支援を行うものである。
同時に、市町村においては、保健・医療・福祉に携わる関係者等から構成される「認
知症初期集中支援チーム検討委員会」を設置し、支援チームの設置及び活動について検
討するとともに、地域の関係機関や関係団体と一体的に事業を推進していくための合意
が得られる場となるよう努めることとしている。
また、支援チームと医療関係者との連携を図るため、認知症疾患医療センターや地元
医師会との事前協議や主治医（かかりつけ医）に対する連絡票など情報の共有化に向け
たツールの作成やそれを用いた地域の連携システムの構築を図ることも重要である（図
1‑4）。
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図 1‑4
【本事業における認知症初期集中支援のスキーム】
下記の図 1‑5 は、平成 25 年度老人保健健康増進等事業「認知症の初期集中支援サービ
スの構築に向けた基盤研究事業」（独立行政法人国立長寿医療研究センター）報告書の認
知症初期集中支援チームのモデル事業スキームを参考に、認知症初期集中支援推進事業
をフローとして図にしたものである。
事業の実施においては、支援チームが関与する場合に、個別支援としてどのポイント
に位置しているのか把握しておくと共に、支援対象者のうち何人が、どのポイントに位
置しているのか意識して、進捗状況を把握しておく必要がある。
① 訪問⽀援対象者の把握（訪問⽀援対象者の抽出・選定）

④ チーム員会議の開催 〜⽀援⽅針の決定〜
要介護 認定済み
サービス 利⽤なし

要介護 認定なし
未 受診

⑤初期集中⽀援
の実施

チーム員による⽀援

受診勧奨・誘導
介護保険サービス利⽤の勧奨・誘導

チーム員会議の開催 〜初期集中⽀援終了の決定〜
初期集中⽀援の終了
⑥ 引き継ぎ後のモニタリング

図 1‑5 認知症初期集中支援のスキーム
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⑦ 初期集中⽀援に関する記録

③ 初回家庭訪問の実施

⑦ チームでの訪問活動における関係機関等との連携

② アセスメント

② 情報収集

地域支援事業実施要綱（案）（抜粋）
別記５

包括的支援事業（社会保障充実分）

３ 認知症総合支援事業（法第 115 条の 45 第２項第６号）
（１）認知症初期集中支援推進事業
ア 目的
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮
らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チ
ーム」（以下「支援チーム」という。）を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制
を構築することを目的とする。
イ 実施主体
市町村。ただし市町村は、ウの事業の全部又は一部について、省令第 140 条の 67 に基
づき、市町村が適当と認める者（地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、診
療所等）に委託することができる。
ウ 事業内容
（ア）実施体制
a 支援チームの配置と役割
支援チームは、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む病院・診
療所等に配置することとし、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導
の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人（以下
「訪問支援対象者」という。）及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援などの
初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。また、
地域包括支援センター職員や市町村保健師、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認
知症サポート医、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師、認知症疾患医療
センター職員、介護事業者との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保
すること。
b 認知症初期集中支援チーム員の構成
認知症初期集中支援チーム員（以下「チーム員」という。）は、以下の①を満た
す専門職２名以上、②を満たす専門医（（ウ）b④において単に「専門医」という。）
１名の計３名以上の専門職にて編成する。
① 以下の要件をすべて満たす者２名以上とする。
・「保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社
会福祉士、介護福祉士」等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
・認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に３年以上携わった経験がある者
また、チーム員は国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講
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し、必要な知識・技能を修得するものとする。
ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内
容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の
事業参加も可能とする。
② 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患
の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした 5 年以上の臨床経験を有する医師の
いずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師１名とする。
ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、以下の医師も認めるこ
ととする。
・日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の
鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした 5 年以上の臨床経験を有する医師であ
って、今後 5 年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの
・認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に 5 年以上従事した経験
を有するもの（認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限
る。）
c チーム員の役割
b の①を満たす専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的
観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
b の②を満たす専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門
的見識から指導・助言等を行う。
また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需する。
なお、訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療
系職員と介護系職員それぞれ１名以上の計２名以上で訪問することとする。また、
観察・評価票の記入は、チーム員である保健師又は看護師の行うことが望ましいが、
チーム員でない地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等の保健師又は看
護師が訪問した上で行っても差し支えない。
d 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置等
市町村は、実施主体として、以下の体制を講じること。
① 医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チー
ム検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置するとともに、検討委員会
が関係機関・団体と一体的に当該事業を推進していくための合意が得られる場と
なるよう努めること。
② 支援チームと医療関係者との連携を図るため、認知症疾患医療センターや地元
医師会との事前協議や主治医（かかりつけ医）に対する連絡票など情報の共有化
に向けたツールの作成やそれを用いた地域の連携システムの構築を図ること。
（イ） 訪問支援対象者
訪問支援対象者は、原則として、４０歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症
が疑われる人又は認知症の人で以下の a、b のいずれかの基準に該当する者とする。な
お、訪問支援対象者の選定の際には、b に偏らないよう留意すること。
a 医療サービス、介護サービスを受けていない者、または中断している者で以下の
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