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１-1．新旧オレンジプラン（７つの柱）の比較 

2012年 オレンジプラン 2015年1月 新オレンジプラン 

1. 標準的な認知症ケアパスの作成・普及  

2. 早期診断・早期対応の促進  

3. 地域での生活を支える医療サービスの

構築  

4. 地域での生活を支える介護サービスの

構築  

5. 地域での日常生活・家族の支援の強

化 

6. 若年性認知症施策の強化 

7. 医療・介護サービスを担う人材の育成 

1. 認知症への理解を深めるための普及・啓発

の推進（見直し重点化） 

2. 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・

介護等の提供（一部新設） 

3. 若年性認知症施策の強化（見直し重点化） 

4. 認知症の人の介護者への支援（一部新設） 

5. 【新】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. 【新】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. 【新】認知症の人やその家族の視点の重視 サービス 

提供者目線 

当事者・家族 

・国民目線 



Ⅰ 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

① 認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンの実施 

② 認知症サポーターの養成と活動の支援 

【認知症サポーターの人数】（目標引上げ）：平成29年度末600万人⇒ 新：800万人 

③ 学校教育等における認知症の人を含む高齢者への理解の推進 

Ⅱ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

① 本人主体の医療・介護等の徹底    

② 発症予防の推進 

③ 早期診断・早期対応のための体制整備 

【かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数（累計）】（目標引上げ） 
：平成29年度末50,000人⇒ 新： 60,000人 

【歯科医師・薬剤師の認知症対応力向上研修】（仮称新設） 
【認知症サポート医養成研修の受講者数（累計）】（目標引上げ） 
： 平成29年度末4,000人⇒ 新：5,000人 

【認知症初期集中支援チームの設置市町村数】（目標引上げ） 
新： 平成30年度からすべての市町村で実施 

④行動・心理症状（BPSD）や身体合併症等への適切な対応 

研修の受講者数（累計）新：平成29年度末 87,000人 

   ・認知症リハビリテーションの推進 

⑤ 認知症の人の生活を支える介護の提供 

⑥ 人生の最終段階を支える医療・介護等の連携 

⑦ 医療・介護等の有機的な連携の推進（認知症ケアパス、情報共有ツール等） 
【認知症地域支援推進員数】（目標引上げ）新：平成30年度すべての市町村で実施 

新オレンジプラン（概要Ⅰ～Ⅱ） 



Ⅲ 若年性認知症施策の強化 

Ⅳ 認知症の人の介護者への支援 

① 認知症の人の介護者の負担軽減 

・認知症初期集中支援チーム等による早期診断・早期対応 

・認知症カフェ等の設置【認知症カフェ等の設置】（目標新設） 
新：認知症地域支援推進員（平成30年度から全市町村に配置）等の企画により、地
域の実情に応じて実施 

② 介護者たる家族等への支援 

③ 介護者の負担軽減や仕事と介護の両立 

Ⅴ 認知症の新人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

① 生活の支援（ソフト面） 
② 生活しやすい環境（ハード面）の整備 

③ 就労・社会参加支援（障害福祉サービス等） 
④ 安全確保【見守り・交通安全・消費者被害の防止・虐待防止等） 

Ⅵ 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 

・ロボット技術やＩＣＴ技術を活用した機器等の開発支援・普及促進 等 

Ⅶ 認知症の人やその家族の視点の重視 

① 認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンの実施 

② 初期段階の認知症の人のニーズ把握や生きがい支援 

③ 認知症施策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の参画 

新オレンジプラン（概要Ⅲ～Ⅶ） 
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認知症の人と家族
の会のホームペー

ジより、 

全文 ダウンロード
可能 

介護から見えてきた「光」 
認知症
の人を
支える
家族の 

苦しみ 

とは 



１-2．認知症の人を支える家族の苦悩と光 
課題と対処方法は１：１⇒多：多 

家族の苦悩 

1. 意思疎通がうまくいかない 

2. 本人の世話や睡眠不足 

3. 情けなさ自己嫌悪不安 

4. 孤独感孤立感 

5. 憤りや落ち込み 

6. 対応への悔しさ 

7. 経済的苦しさ不安 

求めているもの（調査結果より） 

• 知識や情報を得る場 

• 日中のケアの充実 

• 家族の健康支援 

• 同じ立場で話せる場作り 

• 差別や偏見に対する啓蒙 

• サービスの質の向上 

• 制度的経済的支援 

・ 病としての認知症や、問題行動としてのBPSDなどに対しては、医療や介護
からの多くの支援があったけれど、介護する家族への支援は無かった。 

・ だから、家族の会などでは、その人たちに光を届けるために「つどい」をはじ
めて、一部では日本型認知症カフェとして先行していた。 

・ その歴史を無視せぬよう、単純にオレンジプランに載ったから手伝いますと
言わないよう、地域を変えるという理念を持ち細心の配慮をお願いします。 



２．認知症カフェとは 

• 家族支援のために、イギリスのメモ
リーカフェ、オランダのアルツハイ
マーカフェをモデルとして厚労省が
導入を推奨。 

• 2012年6月厚生労働省「オレンジプ
ラン」の中で、家族支援の充実の一
環として、「認知症カフェの普及」＝
「認知症の人と家族、地域住民、専
門職誰もが参加でき、集う場」・・・・
内容等の定義なし。 

• 家族の会が初の全国調査。 

• 前年（2011年度）に「家族支援のあ
り方」についての報告に関連。 

• 認知症カフェが最も必要とされ、そ
の存在価値を発揮できるだろうと期
待する部分についてお示しします。 

【参考】 

認知症の人と家族の会，2013 

「認知症カフェのあり方と運営に関
する調査研究事業 報告書」（左） 

 

武地一：認知症カフェハンドブック
2015，クリエイツかもがわ（右） 
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認知症カフェのネーミング論議 

• 「認知症」＋「カフェ」というネーミングが一部で問題視されているが、 

• 実際に「認知症」とつけているところは1割もない。チラシ等の説明の中で「認知症
の人と家族を対象とした認知症カフェです」などと付け加える程度。 

• オレンジプランになぞって、「オレンジカフェ○○」が最も多数派だが、それでも3割
未満。ほとんどは運営者の思い思いのネーミングで実践している。 

• 「カフェ」の方も、１～２割のところでは「喫茶」とつけたり、土地などの固有名詞が
含まれたり、中にはどこかのスナックのような名前のところもある。 

• 単なる「ブーム」とか「ネーミングが目新しいだけ」という見方もあるが、 

• ネーミングを変えることによって新たに目を引きたい、気づいてもらいたい、気軽
に関わってほしいという行政の意欲の表れ。 

• この施策の元となったオランダのアルツハイマーカフェ（開設の手引きとなるマ
ニュアル）では、くつろいだ雰囲気を説明するのに「カフェ」を選んだとある＊）。 

＊）武地一編著・監訳：認知症カフェハンドブック，クリエイツかもがわ．2015 

• 認知症カフェという響きで、「福祉っぽさ」や認知症に対する「後ろめたさ」が薄れ、
そこから派生した新たなネーミングや看板を掲げることにより、認知症を取り巻く
世界が当たり前となり、少しでも明るくなることを目指している。 

• OTも個々のカフェの名称の由来に関心を持ち、カフェと関わっていただきたい。 
9 

 

 



２-1．カフェの実施場所 
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type D 

地域住民がつどう
場の発展型 

 

自宅等を利用 

type A 

認知症の人と家族
がつどう場からの

発展型 
 

福祉会館等 

type C 

自治体のモデル事業型 

病院に併設/自治体事業 

type B 

認知症または高齢
者の専門施設発展

型 
地域のサロン等の

活用 

Type E  

既存形態にとらわれ
ない個人の実践発

展型 
 

レストランなどを活
用 

「認知症カフェのあり方と運営に関する調査研究事業 報告書」より 

調査対象28か所、うち11か所は聞き取り調査 



２-2．認知症カフェの効果（参加者の声①） 

認知症の人 家族 

•通える場／居場所が出来た 

•病気を強く意識することなく楽に

参加できた 

•飲み物や食事がおいしくて，お

もてなしをしてもらったので，リ

ラックスできた 

•楽しくて笑えた 

•役割があったので嬉しくなった 

•介護を受けることやサービスを

利用することに関する不安が

減った 

•いろいろなサービスを使おうとい

う気持ちになった 

•病院や施設に通うよりも，楽に参加で

きた 

•少しの間介護を忘れ，息抜きになった 

•本人の笑顔や活動を見ると安心して

優しい気持ちになれた 

•施設よりも専門職の人が身近に感じ

られた 

•医療機関や行政の窓口に行くよりも

躊躇なく相談できた 

•介護家族同士，悩みを吐き出せて楽

になった 

•介護の工夫の話や，他者のカフェで

の関わり方が参考になった 



２-2．認知症カフェの効果（参加者の声②） 

専門職 市民 

•自身の普段の臨床の姿勢や

認知症ケアを振り返る場となっ

た  

•認知症の人と家族を支える焦

点が具体的に絞りこめた 

•本人からも家族からも市民か

らも，元気を受け取った 

•自分も同じ地域の住民である

という意識が強くなって、認知

症ケアを通して地域づくりを考

えるようになった 

•認知症が特別な病気でないこと

を知ることができた 

•近所の交流が増えた 

•認知症を自分の近い将来のこと

として身近に考えることができた 

•役割があり，喜びややりがいを感

じた軽度の時から認知症の人に

出会うので、症状が進行しても継

続してサポートできる 

•他者のカフェでの関わり方が参

考になった 



２-3．認知症カフェの形態と内容 

ほとんど全ての
カフェで実施 

①茶菓（または食事）の提供、 ②茶話会：介護相談・情報交換 

各カフェで 

異なる内容 

全体プログラム
の構成の有無 

 
①、②以外は 

カフェによって異なる 

 

毎回プログラム構成
が異なるところもある 

 

・家族向け勉強会／家族交流会 
・専門職によるミニ講座／認知症に関する演劇や紙芝居 
・転倒予防教室／口腔体操／サポーター養成講座 

・レクリエーション 
 園芸、音楽鑑賞、体操、陶芸、料理、おやつ作り、手芸、散歩、足
湯等で一緒に楽しみ身体を動かす。 

・認知症予防教室（脳トレなど） 
 市民を集めるためには都合良いが、カフェの目的（偏見を緩和し、
認知症を恐れない地域作り）に逆行するのではないかという点で
現在議論されている。 

プログラムの 

目的 

・参加者（認知症の人や家族）に役割を作る 
・家族がケアのヒントを知る機会を作る（質問時間等） 
・市民が認知症を知る／市民への啓発と仲間作り 
・介護予防事業の一環として行う 
・茶菓の提供を介して、嚥下、表情、発語に向けて支援する 



２-4．認知症カフェに今見えている課題① 
現在多数派カフェのメリットとデメリット 

メリット デメリット 

規 模 30人～40人以上が関わり、
多くの人と出会う 

場所の選定や広報に配慮
と労力がかかる 

専門職 医師や関係職種等多くの無
償協力者が集い増える 

定期的お願いが難しく開
催日が制約される 

効 果 認知症の理解と家族支援に
ついては特に有効 

偏見ある市民については
まだまだ遠い存在 

持続可能性 無償協力者の熱意が周囲
に波及する可能性 

核となる人が抜けると一
気に危うくなる 

開催頻度と
準備 

月1回を確実に実施するた
めの準備から相互に勉強 

準備期間や各種手配から
月1回以上は事実上困難 



２-4．認知症カフェに今見えている課題② 

現在の課題△は、即強み◎ 

Ｑ１．どのようにはじめて、どのように（何を）広報をするといいの？ 

  宣伝するポイントが不明△、今からでも市民の声が反映できる◎ 

Ｑ２．どうすればカフェの運営は安定して継続できるの？ 

  支援者をどう募るか△、支援を考えている多領域多職種と出会える◎ 

Ｑ３．誰がどうやって人的経済的援助を続けるの？ 

  高齢者医療介護だけでは限界△、市町の産業をフル活用◎ 

Ｑ４．どんなやり方が「優」「良」？誰がそれをチェックするの？ 

  だれもわからない△、市民みんなが顔をだせるチャンス◎ 

 

 満足度とわかりやすさが必須に 

• わかりやすい資源地図がない△ 

  ⇒難しい言葉を減らして認知症ケアパスを作るチャンス◎ 

• 第三者がどう評価に関わったらよいかわからない△ 

  ⇒本当の社会化に向けて領域や分野の異なる人に入ってもらうチャンス◎ 
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２-5．これからのカフェの役割とは① 

1. まちの様々なカフェに溶け込んで存在する（＝社会化） 
 初期集中支援チームのような専門職が少し顔を出すなどして 

 「認知症」という冠を外し、○○カフェが認知症カフェの機能をもつ 

2. 市民が認知症に関する情報に出会う頻度が高まり 

3. 認知症が特別な病という認識ではなくなり 

4. まちの至るところで気軽に認知症（神経認知障害）を話題に
できる文化を作りだせるようになり 

5. 信頼できる専門家との出会いがさらにずっと早くなり 

6. “事後”から“事前”の対応が実現し 

7. 在宅生活と在宅介護が大きな負担ではなくなる 

8. 在宅で介護する（される）生活に「光」が見つかる国になっ
ていくように運営が継続されること⇒１（さらなる社会化）へ 
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２-5．これからのカフェの役割とは② 
認知症カフェが社会に溶け込む（社会化）とは？ 

そこに士会としてかかわるには？ 

カフェの社会化が 

成功したまちでの会話 

• 普段から通っていたカフェで、少し記
憶や認知面に不安があった時に、丁
寧に相談にのってもらったんだ 

• 軽い認知症の人もそこでは、みんなと
何ら変わりなくお茶しているよ 

• そこで知ったんだけど、認知症って誰
もがなりうる病気なんだって 

• そうか歳をとるのと同じかも 

• それなら明るく歳をとるのと同じように、
認知症になっても不安を和らげて生活
する方法を今の内に知っておこう 

• それならあそこのカフェがいいみたい 

• じゃあ、私も今度行ってみるよ 

 

士会としての準備 

• カフェの情報を入手し 

• そこに定期的に顔を出せるOTが
いて 

• そのOTが市民と自然に出会い 

• 認知症について不安を助長しない
対応ができ 

• 高齢になり認知機能が低下しても
対応できる安心材料をいろんな情
報をもとに伝え 

• OTのいるカフェに地域住民が通
いたくなるように 

• 士会組織として人材育成と事業の
整備を行う 17 



まとめ 
• 認知症カフェは、市民といかに自然に
出会い、対応出来るかを、多職種が
採算除外で切磋琢磨している場。 

• アクティビティの良さはカフェのスタッ
フには伝わるため、作業行為を大切
にするOTはかなり重宝されている。 

• OTはアクティビティに注目し、医療や
介護で支援してもらうことを恐れる人
の入り口としてカフェを活用すれば、
様々な病の早期診断と地域包括ケア
につながる。 

• 地元にあるカフェを活用して認知症と
OTのイメージを変えるチャンス到来！ 

• 認知症カフェは、国民目線を重視した
新オレンジプランの、７つの柱の全て
に関連する貴重な社会資源。 

• 新オレンジプランの詳細は次回へ！ 

新オレンジプラン カフェとの関連 

Ⅰ普及啓発 認知症サポーターの
育成と活用 

Ⅱ医療介護提供 早期診断、初期集中
支援チーム、ケアパ
ス整備 

Ⅲ若年性認知症 若年性の人のカフェ、
役割提供 

Ⅳ介護者支援 カフェの設置、家族支
援、介護負担軽減 

Ⅴ地域づくり 高齢者福祉施策の一
つとして 

Ⅵ予防、診断、
治療、リハモデル 

早期診断、リハモデ
ルの新しい形 

Ⅶ当事者家族視
点 

ニーズ把握、生きが
い支援 


