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第３回認知症施策推進のための有識者会議 議事録 

 

１．日時    平成31年５月16日（木）10時00分～12時00分 

２．場所    中央合同庁舎第４号館12階1208特別会議室 

３．出席者 

＜構成員＞ 

座長 鳥羽 研二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 理事長特任補佐 

構成員 秋山 弘子 東京大学 名誉教授 

 山口 晴保 認知症介護研究・研修東京センター センター長 

＜幹事会構成員＞ 

議長 和泉 洋人 内閣総理大臣補佐官（健康・医療に関する成長戦略担当） 

議長代理 鈴木 康裕 厚生労働省医務技監 

 佐藤 正之 内閣官房日本経済再生総合事務局次長 

 大坪 寛子 内閣官房健康・医療戦略室次長 

 小川 壮 内閣官房健康・医療戦略室次長 

 牧野 利香 内閣府高齢社会対策担当参事官 

 筋 伊知朗 警察庁政策立案総括審議官  

 油布 志行 金融庁監督局審議官 

 高田 潔 消費者庁政策立案総括審議官 

 赤澤 公省 総務省大臣官房審議官 

 瀧澤 一弘 法務省保護局総務課長 

 三好 圭 文部科学省総合教育政策局男女共同参画社会学習・安全課長  

 田中 規倫 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 倉重 泰彦 農林水産省大臣官房審議官（兼食料産業局） 

 藤木 俊光 経済産業省商務・サービス審議官 

 栗田 卓也 国土交通省総合政策局長 
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４．議題 

今後の認知症に関する政府の取組み（案）について 

 

５．資料一覧 

資料１ 今後の認知症に関する政府の取組み（全体俯瞰図）（案） 

資料２－１ 認知症予防に係るKPIの設定について 

資料２－２ 有病率推移に関する有識者意見 

資料２－３ 認知症の発症率、有病率に関する国際比較 

資料３ 第２回有識者会議におけるご指摘とその対応について 

資料４ 今後の認知症に関する政府の取組み（案） 

資料５ 柱毎の認知症施策集（案） 

資料６ 認知症施策に係る工程表（案） 

参考資料 認知症施策推進のための有識者会議の開催について 

 

６．議事 

○鳥羽座長 

 それでは、定刻となりましたので、第３回「認知症施策推進のための有識者会議」を開

会いたします。本日は秋山委員、山口委員に御出席いただいております。櫻田委員、新浪

委員は御欠席でございます。 

 それでは、初めに、和泉補佐官より御挨拶をお願いいたします。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 おはようございます。お忙しいところをありがとうございます。 

 過去２回のこの会議での議論を踏まえて、関係各省でも精力的に、前向きに検討してい

ただきまして、今日、そのたたき台を先生方に見ていただく段階になりました。検討の結

果、予防と共生の２本柱ということになりまして、加えて言うと、予防については有病率

をどのぐらい低下させるのかという具体的な目標も掲げております。まだまだ定性的な部

分もございますけれども、従来のオレンジプランに比べれば、より具体的に、かつ、幅の

広い案をつくることができたと思っておりまして、本当にありがとうございます。 

 与党のほうも議員立法の動きもございますし、我々としてはなるべく早く、この案をま
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とめて、そういった動きに対しても準備し、この認知症対策について万全を期していきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。それでは、プレスの方は退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○鳥羽座長 

 よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。 

 まず「今後の認知症に関する政府の取組み（全体俯瞰図）（案）」について、資料１をも

とに、事務局から御説明をお願いいたします。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 内閣官房でございます。 

 今日の資料ですが、資料１が全体俯瞰図になっておりまして、２－１から２－３までは

予防に関するKPIの設定についての資料になっております。資料３から６が、実際の施策集

と工程表といった形になっておりますので、まず、前半の資料１のところを御説明申し上

げます。 

 これまで、有識者の先生方にお諮りをし、幹事会で、12省庁の施策をまとめてまいりま

した。これはその全体俯瞰図になっておりまして、これまでオレンジプランでありました

柱を５つに整理をしたというもの。それから、具体的な施策が誰のためのものであるかと

いうことを、対象者を３つの群に分けた形で施策を整理しております。 

 そして、一番左の上【政府全体の方針】といたしましては、予防と共生という２つの軸

で推進していきましょうという中で、事務局といたしまして、こういった目標値を提案し

たいと思っております。予防に関しましては「70歳代での発症を10年間で１歳遅らせる」。

共生につきましては「認知症になってからも自分らしく暮らせる社会の実現」という２つ

の目標を大きく立てております。 

 そのほか、この５つの柱の中で、これから施策集及び大綱案の中で御説明を厚生労働省

からしていただきますが、赤字で書いてあるところが新しい施策ということになります。 

 それぞれのKPIのうち、主なKPIだけ、この全体俯瞰図の中にお示しをしておりまして、

実際には、まだ、もっとたくさん各省庁から御提案をいただいておりますので、文章の中

で御確認をいただければと思いますが、主だったもの、これまで新オレンジプランの中で

は、全て施策にKPIが立っていたわけではございませんでしたけれども、今回は御協力をい

ただきまして、全ての項目においてKPIを立てていただいたところでございます。 

 それぞれの５本の柱につきまして、詳細の資料は、資料４から６、後半の部分で厚生労

働省から御説明を申し上げたいと思います。 

 資料１の説明については、以上でございます。 

○鳥羽座長 

 続きまして、認知症予防に関するKPIの設定について、資料２－１をもとに、事務局から
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御説明をお願いいたします。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 厚生労働省老健局でございます。本日、局長が国会の対応で、急遽、私が代理で御説明

をさせていただきます。資料２－１をごらんください。認知症予防に関するKPIの設定の考

え方などについてでございます。 

 まず、前提としまして、１ポツで書いてございますのが、我が国にございます認知症有

病率に関する既存のデータということで、2012年の全国有病率調査、いわゆる朝田研究、

また、一万人コホート、久山町研究につきまして、整理をしてございます。２つ目の○に

ございますように、対象や調査機関、また、場所等が異なるものの、いずれも信頼性の高

いデータと考えてございます。また、特徴としまして、これらのうちで、どの調査を用い

てKPIを検討していくのかということにつきましては、全国規模の調査として考えられると

いうことと、直近のデータがあること、継続したコホート調査の実行可能性ということで、

一万人コホートの調査データを利用するのが適当ではないかということを記載させていた

だいております。それぞれの調査の概要につきましては、次の３ページにございますので、

適宜御参照いただければと思います。 

 そして、認知症予防に関するKPIの考え方につきまして、２ポツのほうで整理をさせてい

ただいております。「70歳代での発症を10年間で１歳遅らせる」という表現としてはどうか

ということでございます。これを有病率に置き換えて申し上げますと、具体的に※５とし

て書いてございますが、一万人コホートにおいて報告された、2018年の有病率を、資料の

７ページの年齢階級別の認知症有病率のグラフに示してございますが、これをもとに70～

74歳における有病率3.6％を3.4％に、75から79歳における有病率10.4％を9.8％に2024年ま

でに低下させるという、実際の数字としてはそのようになるという注でございます。その

考え方が、下の２つの○で書いてございます。まず、70歳代というところと、10年間で１

歳おくらせるというのを、有病率に置きかえて、有病率を指標として用いる考え方でござ

います。１点目としましては、認知症の発症時期というのを直接とる調査というのはなか

なかないということで、有病率を代替指標としてはどうかということでございます。２点

目としましては、団塊の世代が75歳以上となるということで70代。また、もう一つ、特に

山口委員から御指摘をいただきましたが、認知症になってから罹病期間が延長する場合、

80歳以上におきまして、有病率が高くなるという影響が考えられるということで、そこを

考慮しますと70代でいかがということ。また、健康寿命というところ。これらから70代と

いうことで考えてはどうかということでございます。また、６年６％とする考え方につき

ましては、10年間で発症年齢を１歳おくらせるという考え方に基づきまして、先ほどの年

齢階級別の認知症有病率のグラフが、１歳後ろ倒しになったという仮定のもとに計算を行

うと、70歳代の有病率は、相対的に約１割、10年間で低下するという試算ができます。と

いうことで、10年間で１割、約10％ということで、６年で約６％という考え方でございま

す。 
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 認知症予防に係るKPIの設定に関する考え方については、以上でございます。 

○鳥羽座長 

 いかがでございますでしょうか。今の説明を含めて御質問などがございましたら。ある

いは御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

○秋山委員 

 わかりにくい。 

○鳥羽座長 

 恐らくわかりにくいと思うのです。ですから、まず有病率が年齢で何％というグラフが

あって、１歳おくらせたときにどのぐらい減るかというのですが、そちらのKPIというか目

標の数値も、それもパーセントなのですけれども、両方ともパーセントで、例えば74歳ま

での認知症の発症率は５％以下にもかかわらず、６％減るとなると、国民がそれを十分理

解できるかどうか。絶対値で言うと何パーセントなのですか。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 絶対値で言いますと、資料２－１の２ポツの１つ目の○の下に、※で少し小さな字で書

いてございます。3.6を3.4、10.4を9.8ということです。 

○鳥羽座長 

 ですから、74歳までは0.2％、75～79歳では0.6％であると。これが絶対値で、こちらの

ほうがわかりやすいというか、いいのではないかと私も実はそう思って、これをつけ加え

ていただいた経緯があるのですが、いかがでしょうか。秋山委員、一般にはどちらがわか

りやすいですか。 

○秋山委員 

 そのままのほうがいいですね。何回も計算をして、変換をしてというのはちょっとわか

りにくいし、国際的に下がったと言われているのは、有病率なのですか、発症率ですか。 

○鳥羽座長 

 両方です。それは後で資料で出します。 

○秋山委員 

 そうですか。それと同じような形で出すのは、いかがなのですか。国際比較はやりやす

いですよね。 

○鳥羽座長 

 参考資料２－３のものについては、今度のパーセントの出し方と同じ形で出しておるの

ですか。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 済みません。各国の詳細まではちょっと。 

○鳥羽座長 

 アメリカの12年間のデータなどは、絶対値で12年間で３％弱有病率が下がったというの

がありまして、それは先ほど小さな字で書いたものと同じものです。ですから、相対的に
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というのは、ちょっと操作されているので、そこのところが問題だと。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 鳥羽座長、もし差し支えがなければ、資料２－２と２－３の御説明をいただくことは可

能でしょうか。 

○鳥羽座長 

 では、２－２の説明をお願いいたします。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 失礼いたしました。資料２－２について、御説明をさせていただきます。 

 前回の有識者会議でも、海外は有病率・発症率が下がっているのに、日本は上がってい

ることに対しまして、なぜかという御質問がありまして、十分お答えできず宿題になって

いた点につきまして、欄外の下の部分に書いてございますが、有識者の方々に御意見等伺

いましたものをまとめたものでございます。 

 まず、有病率に影響を与えると考えられる要因としましては、発症率、また、先ほど申

し上げました罹病期間といったことがあるということ。また、こちらに書いてございます

ようなコントロールの状況が、発症率に影響するのではないかということ。また、罹病期

間に影響を与える要因としまして、特に終末期における医療行動の違い、日本におきまし

ては、手厚い医療、介護ケアを続けるという傾向があるのではないかというところでござ

いました。 

まず、日本の状況といたしましては、有識者の方々からいただいた御意見としましては、

こうしたコントロールの状況が欧米よりもよく、1980年ごろから脳血管性認知症の有病率

が低下している。また、その後にアルツハイマー病が増加しているということから、日本

の有病率がそのタイミングで増加したのではないかということ。また、アルツハイマー病

につきましては、発症率の上昇、罹病期間の延長といったことが、特に男性において発症

率の上昇といったところが見られるのではないか。また、アルツハイマー病発症率上昇の

要因としては、糖尿病有病率の上昇、早期死亡率の低下といったことが考えられるのでは

ないかといったようなこと。また、罹病期間の延長の傾向につきましては、抗認知症薬の

普及、また、介護保険によるケアの向上といったことが要因として考えられるというよう

なことをいただいております。 

 あと、欧米との比較を御検討いただいたところでは、海外では糖尿病、肥満といったこ

とのコントロールの状況の改善が遅いため、最近になって有病率の改善の効果が出ている

ことは考えられないかということ。また、医療制度、受診行動の違いといったこともある

のではないか。また、欧米のデータにはselection biasといったこともあるという可能性

に注意が必要ではないかという御指摘をいただいたというところでございます。 

○鳥羽座長 

 大体、それでよろしいでしょうか。 

 この２－１の後ろについている、５ページ目に、山口委員から御指摘のあった、発症後
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の期間延長による有病率の上昇を厚労省でシミュレーションして、同じ発症率でも、亡く

なるまでの期間が、医療ケアでよくなった場合に、この赤い矢印の部分の有病率が上昇し

ますということをシミュレーションしていただきました。 

 いまのところまではよろしいでしょうか。 

○山口委員 

 はい。 

○鳥羽座長 

 いいですか。続けて、海外のを。私のほうから２－３について御説明します。 

 これは、Martin Prince先生の総説からですが、いずれのデータも実質のパーセントであ

ります。上が発症率でありまして、１年間にどれだけの方が認知症になるかというのが発

症率ですけれども、残念ながら本邦では正確なincidenceのデータがないのですが、これは

地域悉皆調査が必要になってくると思います。発症率は、認知症が発症するパーセンテー

ジですから、認知症のリスクの総体の変化が関与しているということが考えられます。見

ていただきますと、アメリカ、フランス、オランダ、ドイツ、カナダなどがこのような減

少で、特にアメリカのFramingham Studyというものでは、1980年から2006年までの30年近

いところで、約４割以上の発症率の低下が見られておりますので、それらを年換算すると、

マイナス1.7％減ったということでございます。 

 次に、有病率というのは、現在何％の方が認知症でおられるかということですけれども、

これはスペイン、英国、米国、ドイツで減少でございます。このアメリカのデータは先ほ

ど私が申しましたように、10年間で約３％の減少が見られているということでありますが、

スウェーデンでは不変から増加、日本では、主に久山町研究からですけれども、増という

ことであります。この有病率は、先ほど言いましたように、認知症を発症後の寿命、介護

サービスの良否の影響を受けるということでございます。 

 そこで、まず、発症率に関するリスクの変化ですが、その次のページをついでに説明さ

せていただきますますと、これは厚労省のデータですけれども、近年の認知症のリスクと

されていますものが、どのような変化を起こしているかということですが、糖尿病は寄与

率２％ですが、男女とも悪化しております。糖尿病は生涯においての認知症のリスクにな

っています。また、高血圧は、中年期の高血圧が寄与率５％ですが、女性は改善しており

ますが、男性は悪化しております。また、中年期の肥満は、女性は改善しておりますが、

男性が悪化しております。次に喫煙でございますが、男女とも改善しております。５番目

に運動習慣。寄与率が13％ですが、運動習慣のある者は、次第にこのように増加をしてお

ります。また、特に若年期の教育といったものが重要な因子とされており、寄与率19％で

すけれども、これについては1954年から2018年まで、大学、短大への進学率の著明な向上

が見られております。老年期の知的刺激については調査がございませんので、不明でござ

います。 

 リスクの変化を見ますと、糖尿病だけは男女とも悪化。高血圧・肥満は男性のみ悪化。
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ほかのものに関しては改善が見られておりまして、このような相対のものが、もしかする

と日本で少しプラスのようになってくるものではないか。また、より大きな介入というか

啓発によって、これらは改善の余地もあるのではないかというのが、発症率に関するまと

めでございます。 

 そういうことですけれども、説明はここまでですが、いかがでしょうか。どうぞ。 

○山口委員 

 まず、ここで、今、御指摘があったように、本邦ではincidence、発症率のデータがない

というところが、これからいろいろな施策を評価していく上でも大きな問題点であろうと

思っています。やはり、有病率はいろいろな影響を受けますので、incidenceのデータもし

っかりとっておくということが必要ではないかと思います。正確なデータをとるのは、ど

こかの地域で悉皆調査をやらないと、なかなかできないわけですけれども、医療保険のデ

ータとか介護保険のデータでも、少し大まかなincidenceだったらとれる可能性はあるので

はないかと思っております。 

 全体の目標についての意見なのですが、「70歳代での発症を10年間で１歳遅らせる」とい

う表記の仕方はとても明確で、国民にも理解しやすいと思います。昨日の新聞にも出てい

たようで、「６％減らす」というと、例えば「15％が９％になる」といった誤解を、読んだ

方は皆さんがされているようでしたので、「70歳代での発症を10年間で１歳遅らせる」とい

うほうが、よりわかりやすくていいのかなと感じでおります。この、もとになっている数

字なのですが、以前の朝田班のデータでは、70代前半で、全体では3.6％、70代後半で10.4％

でして、大体、有病率は５歳長生きをすると倍にふえるという法則が大体成り立っている

のです。これは40代からずっとそうなのです。それを当てはめると、発症を１歳おくらせ

ると、15％ぐらい有病率が下がるのではないのかなというのが私の印象です。 

○鳥羽座長 

 認知症学会の秋山理事長を含め、大体、それはコンセンサスがあるところではないでし

ょうか。１歳おくらせると２割ぐらいの有病率低下。ただ、その後の介護、医療施策が非

常にすぐれていると、そこまでは行かない可能性はありますね。 

 いかがでしょうか。 

○秋山委員 

 報道の出し方ですが、70代で１歳おくらせるという表現のほうが、何％の人が認知症だ

という有病率よりもわかりやすいということが、よくわからないです。一般的には有病率

で報道されていますよね。2030年には、65歳以上の人口の２割が認知症になるだろうとい

う報道が広くなされており、一般人は有病率で理解していると思います。80代の場合は１

歳ではなくて、違うのですね。 

○山口委員 

 70代で１歳ですけれども、恐らくそれをやるということは、全部シフトしていきますの

で、80代でも90代でも１歳おくれるのではないかなと思っています。 
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○秋山委員 

 そうなのですか。しかし、70代のリスクファクターと80代のリスクファクターは必ずし

も同じではないので70代で１歳おくらせると、80代の人も１歳おくれるという単純な論法

ではいかないのではないでしょうか。 

○山口委員 

 ダイレクトにはならないですけれども、施策の方向として、例えば、通いの場とかはエ

クササイズをすることがメインですけれども、その効果は、多分、70代でも80代でも90代

でも、どこの世代でも有効だと思います。 

○秋山委員 

 無論そうなのですが、私は70代で１歳おくらせるという報道が、本当にわかりやすいの

かという懸念をいだいています。それより、70代、80代の有病率を報道するほうが、一般

市民にとってはわかりやすいような気がするのですが、いかがでしょうか。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 わかりやすさについてはあれなのですが、考え方として、認知症の人を予防によって削

減するというメッセージよりは、予防の効果としては、発症する時期を先送りするのだと

いうメッセージのほうが、特に認知症の当事者の方の御意見などを踏まえると、受け入れ

られやすい。 

 あと、今、予防のエビデンスが、何かをすればならないというエビデンスが、なかなか

難しいという中で、示唆されている効果としては、その先送りというようなメッセージの

ほうが受け入れられやすいのかなということで、それも一つの理由として、今このような

形で、今日の御議論のための場には御提示をさせていただいたということでございます。 

○秋山委員 

 わかりました。わかりやすいかどうかということよりも、受け入れられやすいというこ

となのですね。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 KPIは、また別途、細かく立ててはいるのですけれども、国の旗頭を立てるというときに、

どのように理解をいただくか。資料２－１の１枚紙に書かせていただいたのは、70代とい

うところにフォーカスしたのです。 

 後ろの参考の７ページにあるように、70より後年の年代になりますと、男子、女子の間

でも違いがありますし、おっしゃるように、いろいろな影響が入ってくるので、バイアス

が入ってくる。最初の出だしのところをおくらせるということが、積み上げの有病率に影

響してくるのではないかというイメージを出していく。 

 70歳というところに着目しましたのは、今、高齢者が65歳以上からと言われていますけ

れども、それが体力的にも、昔よりも10年おくれても、同じ程度の体力を維持していると

か、いろいろな成績が出てきている中で、４ページのところに、私どもがよく使う健康寿

命と平均寿命の差のグラフをつけているのですけれど、大体、平均寿命がどんどん延びて
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いっても、ここのdisabilityを持ったままの期間が縮んでいかなければ意味がない中で、

健康寿命が72歳とか、女性で74歳とか、大体、そのあたりまで来ているということは、認

知機能も含めて、いろいろなdisabilityが影響してくるのはこの辺の年代ですので、まず、

ここを少しでもおくらせる、延ばすというところに焦点を当てたいと思って、今、70代と

いうところをイメージとして出そうとしています。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 発症率と有病率とおくらせると、それがどういう論理的な構造なのかちゃんと整理しな

いと、多分、整理できているのだと思うのですけれども、見えていないのでわかりにくい

のです。 

 今、70歳代で１年と言ったときに、70歳代でしょう。そうすると、それは71歳の人の、

今の有病率が何％だったときに、１年おくらせるということは何を意味するのかとか、そ

れはちゃんとストラクチャーはつくってあげないと、すごくわかりにくいなと。キャッチ

フレーズは「１歳遅らせる」でいいかもしれないけれども、それは結果として、発症率、

有病率の関係はどうなのかというのを、私も十分理解できていないのですけれども、スト

ラクチャーがわからないと、何を言っているのかわからないと言われる可能性があります

ね。そのあたりは多分できているのだと思うので、それはきちんと。 

○鳥羽座長 

 どうぞ。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 済みません。わかりにくいかもしれませんが、資料としましては６ページに、発症年齢

をおくらせることと、それが有病率にどのように影響があるかというものを図示して、少

し理解の助けになるかなということで、用意をしております。これは機械的に、青いもと

もとの有病率を、１歳発症がおくれると仮定した場合に引いた線が赤いグラフになります。

そのときの各年齢における有病率の影響というのが縦の差分になるという、発症をおくら

せるということと、それぞれの年齢階級別の有病率に与える影響というのをイメージとし

て、こちらに整理をしております。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 おくらせるということは、発症のことを言っているので、そこは今後も捉まえることが

難しい中で、有病率に置きかえますということがわかりにくいのではないかという御指摘

だと思うので、やはり絶対値と相対値とのことも国民の皆様にちゃんとお伝えしないとい

けないので、どちらかにきちんとそろえたほうがいいのだろうなということは思っていま

すので、その言いぶり、説明の仕方は、また御相談させてください。ありがとうございま

す。 

○鳥羽座長 

 どうぞ。 

○山口委員 
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 今の点からいうと、本当は発症率があるといいのですけれども、有病率のデータしか残

念ながらない中で、発症を１年おくらせるということは、例えば、現在、74歳の有病率が

4.5％で、75歳の有病率が５％だったら、１年おくらせると、この５％が74歳の有病率4.5％

になるという説明ですよね。そういう説明だったら単純でわかりやすいのではないのかな

と思います。年齢を１歳引いたところの有病率になるのですと、先ほど説明がありました

けれども、それだとわかりやすいかなと思います。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。 

○鳥羽座長 

 よろしいでしょうか。 

○秋山委員 

 はい。 

○鳥羽座長 

 KPIを設定することについては、コンセンサスが得られたと考えております。 

 もう一つは、この６％という、いわゆる0.2、0.6％、この数字のゆえんについて説明を

求められた場合に、どうして６％なのですか、相対的に。それについてはどうでしょうか。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 そこも、先ほどからなかなかわかりにくくなってしまっているのですが「10年間で１歳

遅らせる」ということを有病率で見てみると、10年間で約１割有病率を下げるということ

になりますので、６年分で６％とすると。 

○鳥羽座長 

 １歳おくらせられる可能性の根拠で結構です。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 そこは、有識者の先生方の御意見も伺いながら、具体的には最近の久山町における動き

や介護保険のデータの認知症患者の日常生活自立度Ⅱ以上の推移を見てみると、少し減少

傾向にあるという中で設定しております。 

○鳥羽座長 

 介護保険のデータは非常に重要で、介護保険の利用者ですからバイアスは余りかかりに

くいわけで、介護保険の自立度Ⅱ、要するに手段的ADL、一部の生活自立ができなくなった

者、誰から見てもわかりやすい認知症の数の全国集計をしてもらったのですが、この３年

間で94歳までの方は、全部認知症の方は減っているのです。これは初めてのデータでびっ

くりしました。たった３年間です。ですから、95歳まで既に先送りされている可能性があ

る。そこから、ある程度、１歳くらいは、今後、目標値としていけるのではないかと考え

ています。 

 また、杏林大学の19年間のもの忘れ外来のデータで、初診年齢が５歳近く高齢化した。

しかし、認知機能レベルは落ちていない。また、国立長寿でも９年間で初診年齢が1.7歳高
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齢化しているというデータがあります。 

 それはバイアスがかかった２カ所かもしれません。ただ、これが全国に普遍して、長寿

で10年間で２歳、杏林で20年間で4.7歳先送りされていると仮定すれば、全国で10年間で１

歳というのは、控え目な目標で、可能性があるのではないかと考えています。どうでしょ

うか。 

○山口委員 

 私もどちらかというと控え目かと思っています。健康寿命は10年間で恐らく１歳以上、

過去は延びていると思うのです。ですので、日本はこれまでもいろいろな予防をしっかり

地域でやってきているし、そこをもうちょっとしっかりと地域づくりをしながら、通いの

場とかいろいろな地域での予防策をしっかりやっていけば、結構いい数字は出せるのでは

ないかなと期待しています。 

○鈴木厚生労働省医務技監 

 今の山口委員の話で、資料２－１の４ページに「健康寿命の延伸」の図があります。こ

れは男性と女性に別れておりますけれども、平成22年から28年までの６年間で、例えば男

性であると1.7歳ぐらいですかね。女性でも1.1もしくは1.2改善しているので、10年間で１

というのは、必ずしも非常に大きい数字ではないということだと思います。 

○鳥羽座長 

 あと、鈴木隆雄先生の歩く速度の最近のでは、今の85歳は昔の70歳より速く歩いて、20

年間で15歳以上若返っている。その歩行速度は認知機能にすごく直結しますので、１歳と

いうのを聞かれたときに、そんなの大丈夫かということに関してはかなり自信があるので

すが、控え目過ぎるというような気もしないではないですけれども、やはり実現可能性の

あるKPIということでよろしいのではないかと座長は思っていますけれども、どうでしょう

か。 

○山口委員 

 はい。いいです。 

○鳥羽座長 

 秋山委員、いかがですか。 

○秋山委員 

 はい。いいです。 

○鳥羽座長 

 何か不安に思われる方が、御列席の方でおられれば御指摘いただきたいと思います。 

 大坪次長、よろしいですか。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。 

 結局、10年で１歳の根拠が何なのだということと、有病率と言ったときに、どんどん話

がすれ違っていくことがないように、そこは何で10歳で１年なのだというところも少し、
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例えば、自立介護度とか、これまでのこういった傾向からということを、どう説明してい

くかということを御相談したいと思います。 

 その上で、それが１歳ということを、座長、有識者からお認めをいただいたということ

を踏まえて、それを発症率を有病率に置きかえたときにこうなりますという説明をしてい

かないと、全部細切れになっていくと間違った情報になるので、そこの最初の出だしの10

年間１歳というところをどう説明するかということが、ちょっと欠けているのかなと思い

ましたので、そこを、この会議の後、また御相談させてください。ありがとうございます。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。ちょっと長引きましたが、よろしいでしょうか。どうぞ。 

○鈴木厚生労働省医務技監 

 一点だけ。今まで各種の資料は、65歳以上の高齢者の人口のうちの有病率なりincidence

なりで、どのぐらいかという数字を使ってきたのに、今回、何でそれを使わないのかとい

う質問が多分出てくるのではないかと思うのですけれども、これは年齢階層別にincidence

なり有病率が違うし、それが年齢構成が違うと数が全く変わってきてしまって、10年後を

見たときに、単に65歳以上人口の中の割合だけを比較してもだめだということだと思うの

です。それをもし聞かれれば、きちんと説明できるようにしたいと思います。 

○鳥羽座長 

 あと、もちろん懸念としては、もの忘れ外来の初診年齢が79歳から、今は平均年齢が82

～83歳になっているのです。そこが圧倒的に多いところなのです。ですから、70代の方と

いうのは、むしろ60歳代もそうですけれども、若年性の部類にも入らない若い方。ですか

ら、非常に少ないので、少ないところではなくて、一番多いところをどうにかしろという

質問や議論が来ることを若干懸念しておりましたが、先ほどの説明で、健康寿命の延伸と、

これは後で議論になると思うのですが、発症率はリスクコントロールですから、どのよう

な時期から、どのようなリスクにやっていくかという戦略と方針があって、初めてこのKPI

というものが成り立つのだと。ですから、70代がリスクによる発症の予兆が一番捉えやす

いというようなことを、厚労省で理論武装していただいて御発表いただくということにな

りますかね。どうでしょうか。どうぞ。 

○山口委員 

 もう一つ、例えば、私の物忘れ外来でも、認知症になって来られる方は、一番多い年代

層は80代の方です。脳に変化が始まっているのは、その20年前なのです。予防という観点

から考えると、やはり60代、70代をどのように過ごすか。特に70代にしっかり対策をして

発症をおくらせていくということが非常に重要なので、70代を一応、一つの指標としてい

くということがよいことだと思います。 

○鳥羽座長 

 おっしゃるとおりで、バイオマーカーやさまざまな方法で、50代、60代から予兆とか早

期のリスクはわかりますので、リスク評価をより中年期にさかのぼってやるというような
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ことで、20年後の本格的な発症をおくらせるというような戦略を、もう一回、厚労省中心

あるいは経産省で、ストラテジーの全体像、KPIを達成するための方針というものをまとめ

ていただけることが必要だと思っていますけれども、いかがでしょうか。その辺は大丈夫

でしょうか。 

 では、次に移ってよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、資料３に基づいて、前回の有識者会議の御指摘の対応について、

柱ごとに各省庁から御説明いたします。全体として、まず、内閣官房の大坪次長、厚労省

の田中室長、文科省の三好課長、お願いします。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 前回いただきました御質問を資料３にまとめてございます。柱ごと、５本の柱及び全体

に関する御質問について、それぞれ分けて、担当省別に記載をしております。 

 まず、全体のところを申し上げますと、コントロールタワーに関しましては、関係閣僚

会議を昨年末に設置をしまして、厚生労働省と内閣官房で事務局を行っておりますという

ことをお答え申し上げました。 

 また、秋山委員から「ロードマップが必要」、これは御指摘のとおりでございますので、

今回、ロードマップを資料６に工程表としてつけさせていただいております。 

 また、当事者の意見を聞きながらということに関しましては、これまで関係省庁の中で、

それぞれそういった会議体を持ちながら、家族の方、認知症の方の視点を重視した上で立

案をされているものと承知をしておりますので、重ねて、ここの場で有識者の方をお招き

はしておりませんが、現場の状況にお詳しい先生方に御参加いただいているものと考えて

おります。 

 残り２問につきましては、文科省と厚生労働省からお願いいたします。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 厚生労働省です。 

 特に５つ目の、鳥羽座長からいただきましたheterogeneityにつきましては、先ほどから

も議論いただいていることにも関連いたしますが、今後、有病率調査を設定していく場合

には、そうしたことも考慮したデザインとなるように検討していきたいと思います。 

○三好文部科学省総合教育政策局男女共同参画社会学習・安全課長 

 文部科学省でございます。 

 資料３で言いますと４番目、通し番号４番でございますが、秋山委員あるいは櫻田委員

から御意見いただきました、人生の初期の段階から認知症になる過程も想定するような文

化を醸成していく必要があるということでございます。これにつきましては、対応のとこ

ろに書かせていただいていますけれども、学習指導要領に基づきまして、理解促進のため

の教育を進めているということでございまして、特に、学習指導要領は10年ごとに改訂は

しているわけでございますけれども、今回、初めて中学校におきまして、介護など高齢者

とのかかわり方についても理解をするということを新たに規定しております。具体的に教
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科書にどのように規定するかということにつきまして、書いておりますとおり、教科書発

行者の創意工夫に委ねられているところではございますけれども、例えば、小学校や中学

校の道徳の教科書の中でも、家族とのかかわりというものの中で、おばあちゃんが物忘れ

が激しくなってしまっているけれども、引き続き家族なのだということで、そういったこ

との内容を教科書の中に取り上げるというような工夫が、今、されているところでござい

ます。以上です。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございます。それでは、柱１について、資料３で配られておりますので、見

ていただいて、そのとおりでございますということであれば、簡単にお願いいたします。 

 まず、啓発、発信支援をお願いします。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。 

 １番目の周知、広報のところ、一番上は官房になってございます。裁判官にもお伝えす

るようにと。この点につきましては、書かれておりますように、御意見を伝達しておりま

す。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございます。厚労省、お願いいたします。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 ２つ、新浪委員からいただいている予防の関係につきましては、右の取り組みにも関連

しますが、事例集の作成や手引きの作成を検討しておりまして、そこの中で周知をしてい

きたいと考えております。 

 山口委員からいただいたサポーターにつきましても、量だけではないということで、企

業・職域型、少し焦点を絞ったような取り組みを検討していきたいと思っております。 

 また、櫻田委員からいただいた運転のところにつきましても、後段のところで書いてご

ざいますが、予防に関するエビデンスの関係の中で、そうした参加とか役割を持つといっ

たことの周知の中で取り組んでいく予定でございます。 

 また、農業についても予防についても、同じような中で推進というか整理をしていきた

いと思っております。 

 秋山委員、新浪委員からいただいた、長く働くといったこととか、山口委員からいただ

いた、ライフスタイル、食の問題ということにつきましても、認知予防に関するエビデン

スの収集・整理、また、取り組み事例の収集・整理といった中で取り組んでいきたいと考

えてございます。以上です。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございます。農水省の方、コメントをいただけますでしょうか。 

○倉重農林水産省大臣官房審議官 

 農水省でございますが、農水省関係では、今、厚労省からもありましたが、農作業の関



16 

 

係と食の関係について委員からありました。 

 農作業の予防効果につきましては、厚労省と協力して進めていこうと考えております。 

 食と健康につきましては、我々の認識では特定成分の分析というのが進んでいますけれ

ども、食全体の健康増進についての効果は、まだ不明だと考えていますので、農水省とし

ても、農林水産物食品の健康維持、増進効果を評価するシステムの開発に向けた研究、健

康によい食の科学的解明に必要な研究等について、関係府省庁を初め、多様な分野と連携

して進めてまいりたいと考えております。以上です。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。それでは、医療ケア・介護サービス支援、柱３ですが、厚労

省で主だったところについて、御説明いただけますか。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 少し項目が多くなっております。かいつまんでということで、大変恐縮です。 

 櫻田委員から、健診項目の中にという御意見をいただいております。健康診断項目その

ものの見直しにつきましては、さまざまな調整が必要で、すぐには難しいということでは

ございますが、健康診断の機会を捉えたような自治体の事例、そうしたことにつきまして、

収集・発信を行っていきたいと思っております。 

 また、櫻田委員から、こうした法律に基づく専門機関を設置して、地域性などを踏まえ

たような課題を明らかにしていくような、検討のためのデータ収集等を行っていくべきと

いう御指摘をいただいております。当然、介護レセプト等の収集・分析を行ったり、その

データを活用して、市町村の介護保険事業計画の作成・評価等の支援のために、見える化

システムというものを運用して、構築をして運用を促していくというところでございます。

また、現在でも、市町村のニーズを聞きながら、機能の拡充を、この見える化システムに

つきましては図ってきているところでございまして、引き続き、関係者の御意見を聞きな

がら、検討していきたいと考えてございます。 

 また、介護現場でのリアルなデータを活用するために、これも法に基づき、強制的にと

いうような、介護事業者からCHASEというシステムにデータを集める仕組みが必要という御

意見をいただきました。なかなか強制的にデータを収集するということにつきましては、

制度的対応の必要性等、なかなか慎重な検討が必要ということで、記載をさせてございま

すが、CHASE自体につきましては、2020年の運用開始に向けまして、今、「科学的裏付けに

基づく介護に係る検討会」において、取得項目を含め、議論を進めているところでござい

ます。 

 櫻田委員から、人員配置基準（3:1）につきまして、弾力的な運用というような御意見を

いただいております。配置基準そのものというのは、今、遵守すべき、従うべき基準とい

うことで定めておりますが、加算等の中での評価、また、ICT、ロボットの活用等で効率的

な運用を図っていくというような取り組みを進めていきたいところでございます。あと、

診断後、早期のACPということにつきましては、初期の段階でのニーズ把握、また、成年後
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見制度の利用の促進といった中で推進をしていきたいと考えております。 

 櫻田委員からの、デジタル化・AI・ロボット等を活用した生産性の向上、また、民間事

業者の取り組みを積極的に吸い上がるという御指摘につきまして、生産性ガイドラインと

か、昨年立ち上げました「介護現場刷新会議等」の中でのパイロット事業を通じて、必要

な検討を行っていきたいということでございます。 

 また、その下のほうで、櫻田委員から、資料提出とか、本人が出頭しなければならない

というところについての効率化、非効率なところの見直しというところの御指摘をいただ

いております。文書につきましては、ICT化を推進するということとか、自治体が協力して、

介護事業者の負担軽減を検討するための協議の場といったものを設けまして、文書の削減、

標準化ということを進めていきたいということを考えております。 

 山口委員から、BPSD予防ということで御指摘をいただいております。こちらは御指摘の

とおりということで、記載のような中で対応を推進していきたいと考えております。 

 厚労省からは以上です。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。経産省、追加の発言はございますか。 

○藤木経済産業省商務・サービス審議官 

 櫻田委員から、21番で介護ロボットの開発について御指摘をいただいております。右側

に記載のとおりでございますが、開発に当たっては、あらかじめ開発重点分野というもの

を定めて、それにのっとって開発していただく。それから、介護現場との対話を、この事

業の中でしっかりやるということで、ニーズに基づいた開発を進めるということで進めて

おります。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。それでは、柱４、認知症バリアフリー・若年性認知症ですが、

総務省、お願いいたします。 

○赤澤総務省大臣官房審議官 

 総務省でございます。 

 社会的なバリアの解消のICTの活用、それから、ICTのリテラシーを高めるという御指摘

を秋山委員からいただいております。ICTの活用につきましては、認知症も含めて、障害当

事者が参加していただいた形でのICT機器・サービスの開発を進めたいと考えておりまして、

具体的には障害関連情報やICT機器のサービスの分野横断的な情報の収集・共有・活用のた

めのプラットフォームを構築して、機器開発を進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。ICTのリテラシーにつきまして、高齢者等が、住居から地理的に近い場所で、心

理的に身近な人からICTの利活用について学べる環境、具体的にはデジタル活用支援員とい

ったものについて制度化する方向で検討を進めているという状況でございます。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。次は国交省、お願いします。 
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○栗田国土交通省総合政策局長 

 そのすぐ下の項目で、サ高住の今後の整備方針というところですけども、住生活基本計

画は平成28年に閣議決定しています。ここでの目標は、サ高住を含む高齢者向け住宅の高

齢者人口に対する割合を、平成37年度までに４％ということです。平成29年度末の数字が

2.4％ということで、ちなみに、書いていませんが、平成26年度のこの数字が2.1％ですの

で、着実にまた進めていきたいということでございます。また、質の高いサービスに関し

ます情報提供ということで「また」のところからですが、入居者情報とか生活支援サービ

スあるいは介護・医療サービスの対応情報、こういった運営情報について、平成29年５月

から、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで丁寧な公開を進めているというこ

とですので、適切な入居先の選択を行うことができるような環境整備に努めていきたいと

考えています。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。経産省、よろしくお願いします。 

○藤木経済産業省商務・サービス審議官 

 新浪委員からの御指摘でございますが、昨年の10月に、AMEDのほうで認知症のソリュー

ションに関してのニーズ、シーズを登録してくださいということで、情報登録サイトを置

きましたところ、既に100件を超える登録がございまして、現在、その共有、マッチングと

いうことも含めて進めているところでございます。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。では、厚労省、お願いします。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 鳥羽座長からいただきました、若年性認知症の方が活用できるような場としましては、

障害者福祉施策における就労継続支援とか、あと、最近、介護保険サービス、デイサービ

スの中で、社会参加活動などを積極的に行うようなものがございますので、そうしたもの

の周知等を図っていきたいと考えております。 

 また、山口委員から御指摘いただきました日常生活自立支援事業につきましては、御指

摘のとおり重要な事業でございますので、しっかりと自立されるように対応していきたい

と思います。 

○鳥羽座長 

 私が見落としまして、柱２の予防のところで警察庁の運転免許がございました。警察庁、

お願いします。済みませんでした。 

○筋警察庁政策立案総括審議官 

 10番でございますけれども、当庁といたしましても、高齢ドライバーによる悲惨な交通

事故が繰り返されないように、さらなる高齢運転者対策の検討を含め、交通事故防止に向

けた一層の取り組みを内閣府等の関係省庁とともに進めてまいりたいと考えております。

また、記載にありますような、高齢者が安全に運転できる期間を延ばすことについての研
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究が行われていると聞いておりまして、これらについても今後とも注視するとともに必要

な協力を行ってまいりたいと考えております。以上です。 

○鳥羽座長 ありがとうございました。 

 それでは、柱５、研究開発・産業促進・国際展開について、まず、内閣官房からお願い

いたします。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。通し番号30番です。認知症の予防・治療のための研究費がどの

程度なのかということを御質問いただいております。 

 現在、AMEDの「脳と心の研究の中では、約90億円で展開しておりますけれども、なかな

か予算の厳しい中で、認知症といっても、予防なのか治療なのか診断なのかということが、

なかなか明確にお示しできていなかったところには改善の必要があると考えておりまして、

今後、次の２期に向けましては、どういった目的なのかということを明示しながら、重複

のないように研究プロジェクトを進めていきたいと考えております。以上です。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございます。経産省、お願いいたします。 

○藤木経済産業省商務・サービス審議官 

 秋山委員から、国際的なデータベースとの連携ということで御指摘をいただいておりま

す。今、AMEDのほうでやっております認知症対策、官民イノベーション実証基盤整備事業

という中で、これは公募でやっておりますけれども、その中で、国際的に確立された指標

を用いるということを事業の条件としているというところでございます。また、実際に公

募課題は４つございますが、そのうちの１つが、まさにこうした国際的な機関とのデータ

シェアあるいは２次利用が可能となるようなデータのあり方いうことでございまして、こ

ういった研究の成果について、しっかりと国内外の機関との連携を進めていきたいと考え

ております。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。それでは、厚労省、お願いいたします。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 コホート同士のコミュニケーションの推進といったようなことを、新浪委員からいただ

いております。こちらにつきましても、できるだけ連携に向けた取り組みというものを強

化していきたいと考えております。特に、データシェアリングに用いる指標の共通化とい

ったようなところでの連携を考えていきたいと思っております。 

 山口委員から、特に治験時に参加していなかった90代といったような高齢者における薬

の開発の仕方、これでよいのかというような問題提起をいただいております。これにつき

ましては、なかなか臨床試験の段階で実施が難しかったようなケースへの対応といたしま

して、承認申請の段階で、こうした困難であった対象者につきましては、製造販売業者に

対して、ここに記載のような情報収集を行っていただくということとともに、添付文書の
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改訂を含めた必要な情報提供を行うということを指導することとしております。また、高

齢者の安全な医薬品使用の観点から、高齢者の医薬品適正使用の指針を策定いたしまして、

周知を行うとともに「高齢者医薬品適正使用検討会」において検討を進めているところで

ございます。 

 最後、櫻田委員から、介護事業のデータの研究利用、その成果の商業利用等に関するル

ールがないということで、こちらにつきまして、個人情報の取り扱いについての御指摘だ

ったということでございますが「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」を作成しておりまして、その周知という形で取り組んでまいりたい

と思っております。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。 

 ざっと柱１から５まで、各省庁、相当たくさん出していただきましたが、何かいかがで

しょうか。柱１から５までを通して、どの項目でもよろしいので、御意見をいただければ

と思います。 

○秋山委員 

 今、国交省のほうから御説明いただきました住まいについて、懸念があります。私は長

寿社会のまちづくりに、幾つかの自治体でかかわっておりますが、中高年者のあいだで、

これから80、90代の高齢単身者がふえるが認知症になったときにどこに住んだらよいのか

という不安は強いです。確かに、サ高住、サービスつきの高齢者向け住宅は一つのオプシ

ョンとして用意していらっしゃると思いますが、ただ、実際にサ高住に行ってみると、認

知症の人が住むには、なかなか難しいところがあります。食事と安否確認・相談、外づけ

の医療がついているのがサ高住ですが、少し地理的なオリエンテーションが怪しくなると

か、昨日のことを覚えていない、きょうの日程がよくわからないといった認知症の方に対

するサービスはない。そういう人たちが安心して住めるようなサービスはついていないの

です。他にはグループホームがありますが、グループホームはいろいろ制約が多くて、自

分らしい生活ができません。できれば、そうした介護施設には行きたくないという人たち

に対して、認知症になっても安心して自分らしく暮らせる住まいを考えていかないといけ

ないと思います。 

○鳥羽座長 

 いかがでしょうか。何かありますか。 

○栗田国土交通省総合政策局長 

 御指摘は全くそのとおりだと思います。先ほど、私、御説明の中でちょっとはしょって

いるのですけれども、この住生活基本計画の数値目標というのは、サ高住だけでとってい

るのだけではなくて、実は有料老人ホームといったものも含めての数値目標で、それぞれ

に応じてのサービスのあり方はもちろん違って、それがユーザーから見てどうかという選

択肢がきっちりと伝わるということが大事だと思っていますので、また、厚生労働省と連
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携しながら、今の御指摘のような点を丁寧に仕事をしていきたいと思います。 

○鳥羽座長 

 いろいろな省庁別に住まいに関するものがばらばらになっているわけですけれども、家

族と本人にとっては軽いうちから安定期、そして、少し心や行動が乱れたとき、あるいは

命の危険性や病気のとき、個人の視点、利用者の視点で見た、ライフスタイルのどこに住

めるかという安心の道筋が、これを機会にわかるようになればいいですね。そこはどうで

しょうか。 

○秋山委員 

 まさにおっしゃるとおりです。そこの見通しがないので不安なのです。幾つかのオプシ

ョンが必要だと思いますので、民間企業も含めて、そういうオプションをつくっていただ

きたいと思います。 

○栗田国土交通省総合政策局長 

 ユーザー視点ということだと思います。大変パーソナルなことを申しますと、私の義理

の母の問題で、私は今、この問題に直面しております。先週の週末にも、こういうサービ

スの情報を、民間事業者のところに勉強しにいったりと、その視点から、きっちりと厚労

省と連携しながらいろいろ考えていきたいと思います。 

○秋山委員 

 よろしくお願いいたします。 

○鳥羽座長 

 そのような視点で、政府でわかりやすいのを出すということを言っていただければ、す

ごく国民も安心しますので、ぜひ、連携しますではなくて、こういうようなものを見える

化して出していきたいということを、ぜひ積極的に出していただければと思います。 

 ほかの質問についてはどうでしょうか。 

○山口委員 

 サ高住と有料老人ホームに関してですが、これらがたくさんできたために、今まで、特

養入所待ちの人がかなり減少しされました。そういう意味で非常にすばらしくて、認知症

で困っていた人が、ケアを受けられるような状況が非常に整備されたのですが、同時に何

が起こったかというと、介護人材がそちらに流れたために、特養でも今はスタッフ不足に

なっていて、税金をつぎ込んで特養をオープンしたのに、全フロア開けないとか、既存の

特養が介護人材不足のために、実際のベッド数を減らして対応しているといったことが現

実にたくさん出てきているのです。やはり、介護施設を増やすと同時に、そこで働く人た

ちをどう確保していくかということを同時に考えていかないと、大きな問題が起こってい

るのではないかと感じております。 

○鳥羽座長 

 よろしいですか。ほかの柱の部分も含めて、全体はいいですか。 

 柱５のことについて、この前、全員の意見で、これを機会に認知症の研究費について、
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格段に、諸外国、アメリカに比べて、研究費で100分の１、研究者で15分の１。しかも、海

外は研究費や研究者がふえているのにもかかわらず、日本はどちらかというとふえていな

い。その中で、予防や治療、また、共生についても、しっかりとしたアカデミアとしても

協力をして、KPIの達成にやりたいのですけれども、その辺のところは十分ではない。 

 ただ、これはAMEDというようなものであれば、一定の成果がないところに研究費がおり

ないという仕組みになっておりますけれども、今回、一番の希望は、予防診断治療、共生

まで、一貫した流れの中で、少なくともKPIの達成がわかるような研究は立てないといけな

いと提言したいと思う。例えば、発症率あるいは有病率を６年後にこれだけ減らす。では、

６年後に減ったら、その先は見ていかなくていいのですかといったら、そうではない。や

はり、子供の代までしっかりと有病率が減っていくような、経年的に研究ができるような

政策研究を、厚労省なのでしょうけれども、そこにつけて、それを支えるための基礎臨床

研究について、少なくとも現在の研究費の倍ぐらいをつけていかないと、とても太刀打ち

できないのではないかと。研究費で100分の１、研究者で15分の１ですけれども、太平洋戦

争を始めたときの日本とアメリカの経済力の差が11分の１ですから、それよりもかなり厳

しい状況が続いているということで、しっかりと、この機会に少なくとも２倍ぐらいにし

て、そして、関係するところも認知症の研究を、各省庁でもいろいろ出していただければ

と思うのですが、まず、大坪次長に決意表明をお願いします。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。 

 この時期になりますと、この領域だけではなくて、さまざまな領域の先生から同じお話

をいただいておりまして、全体のパイがふえればいいのですけれども、今年は1271億円を

いただいて、31年度を回しています。その中で、結局、幾つもプロジェクトを持っている

ものですから、それが減ずることがないようにという努力は、これまでもしてまいりまし

た。脳と心の研究につきましては、昨年度よりは増額をされていると思っております。今

後のプランの中では、認知症の事業であれば何でもいいということではなくて、そこが本

当に無駄がないように、目的を明確にして、先生がおっしゃったように厚労科研との連携

ということが、今まで弱かったかもしれませんので、そういったことも考えながら、次に

田中室長のほうから御説明があります資料４の中でも、KPIを幾つか立てておりますけれど

も、こういったことがまずAMEDの中で確実にできるような事業を見ていきたい。例えば、

バイオマーカーとかコホートとか、具体的に今回、KPIを書かせていただいていますけれど

も、こういったことが、毎年きちんとどこまでできているかということを見ながら、無駄

なく進めていきたいと思っております。ありがとうございます。 

○鳥羽座長 

 山口委員はよろしいですか。 

○山口委員 

 はい。 
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○鳥羽座長 

 秋山委員もよろしいですか。 

○秋山委員 

 はい。 

○鳥羽座長 

 それでは、続きまして、資料４から６について、厚労省から御説明いただきます。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 資料４から６をまとめて。時間もありますので、中身にというよりは、資料の体裁や作

成の方針などを含めて御説明させていただきたいと思います。 

 まず、順番が前後してしまいますが、資料５のほうが施策集となってございまして、基

本的には前回の有識者会議を経て、その後、各省庁で資料６にあります、委員からの御指

摘を踏まえまして、各施策集に盛り込んだ項目について、今年度取り組むこと、また、来

年度以降、2025年に向けて取り組む事項、また、それぞれのKPI／目標という形で、作業を

関係各省でいたしました。この作業を行っていく過程で、少し順番が前後したり、表現の

修正を行ったようなことは、資料４の施策集のほうに反映をいたしております。というこ

とで、施策集のほうにつきましては、基本的には少し文言の整理を行っていたり、順番が

変わっているような変更が前回からあったということでございます。特に今回、KPIにつき

ましては前回は出ておらず、今回初めて御提示しているものですので、資料６をまず使わ

せていただきたいと思います。 

 資料６をめくっていただきまして、例えばということでかいつまんでごらんいただきた

いと思いますが、１本目の柱の「普及啓発・本人発信支援」では、このような形で工程を

整理した上で、KPI／目標のところでは、例えば、サポーターにつきましては、企業・職域

型のサポーターの養成を400万人ということで、全体のサポーター1200万人をどんどん伸ば

していくものではなくて、現在、薄いところの世代、または企業・職域型という形で、そ

こを進めていく目標を設定しております。少し中ほど、普及・啓発の関係では、例えば、

アルツハイマーデーや月間における啓発イベント。従来、地方では自治体で取り組まれて

いたりするのですが、国としてはやってこなかった普及・啓発なども進めていくようなこ

とを立てております。相談先の周知の項目におきましては、認知症に関する相談窓口の周

知をしっかり行っている市町村の割合とか、相談窓口についての認知度、こちらは足元の

数字がないので、新たに調査を入れたりしないといけないのですが、関係者の認知度を至

急調査しつつ、それをふやしていくというようなこと、また、住民の認知度といったもの

を立ててございます。次のページに行っていただきまして、認知症本人からの発信支援と

いうところでは、認知症本人ワーキンググループが取りまとめた希望宣言といったような

ものに基づく取り組みとか、さまざまな認知症への理解といったものを取り組んでいただ

くために、認知症本人大使というものの創設とか、本人みずからがキャラバンメイトにな

って取り組むような方というようなものを設置いただくことを立ててございます。また、
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そのページの下から３つ目につきましては、今年度から新たに予算事業のメニューに追加

をしておりますピア・サポートの事業について、全都道府県の実施といったことを盛り込

んでございます。 

 ページをめくっていただきまして、２つ目の柱の「予防」に関しましてでございます。

予防の取り組みに関するKPIにつきましては、まず、通いの場への参加率を立ててございま

す。ここは厚労省だけではなくて、関係各省の既存の、そうした取り組みを含めた上で整

理をしてございます。また、予防に関するエビデンスの収集・推進というところでは、事

例集、また、取り組みの実践に向けたガイドラインの作成、また、エビデンスを整理した

上での活動の手引きといったようなものの作成を、目標として位置づけております。また、

介護関連のデータベースにより、データを収集・分析して、科学的に自立支援・認知症予

防等の効果が裏づけられたサービスを国民に提示していくものも立ててございます。 

 次のページに行っていただきまして、３番目の柱でございます。こちらは、例えば、中

ほどの初期集中支援チームにつきましては、活動に関する目標というものを立ててござい

ます。また、このページの一番下にございますが、市町村における認知症ケアパスの作成

率というものを100％ということで、立ててございます。ページをめくっていただきまして、

こちらでは、例えば、中ほどのところの「医療・介護手法の普及・開発」の項目では、BPSD

予防、特に山口委員から強く御意見もいただきましたBPSD予防の観点で、ガイドラインや

指針を作成していくといったようなことを立ててございます。ページをめくっていただき

まして、次のページでは「認知症の人の介護者の負担軽減の推進」というようところでは、

家族教育の推進とか診断直後からのピア活動の推進といったことを立てておりますが、目

標としましては、下のところで、例えば、オンライン教育プログラムの開発、効果検証と

いったようなものを立ててございます。 

 ページをめくっていただきまして、４本目の柱の関係でございます。こちらは、認知症

に特化した施策ではないものも多いのですが、関係各省の取り組みが多く含まれていると

ころでございます。認知症に特化した施策がなかなか少ないところで、目標のところは少

し難しいところもございますが、例えば、次のページをめくっていただきまして、これも

今年度から補助事業のメニューとして取り組んでおります、サポーターの活動を地域で促

進していくというような仕組みとして「チームオレンジ」という名前で取り組みを今年度

から始めておりますが、それを全市町村での取り組みにつなげるというようなものを立て

ております。また、次の項目で、認知症に関する取り組みにすぐれている企業等の認証制

度や表彰というところで、そうした企業宣言とか企業認定制度の構築、まずは検討から始

めたいと思いますけれども、その検討結果を踏まえて、企業宣言の件数とか、企業認証数

の件数といったものを立てていきたいと考えてございます。次のページに行っていただき

まして、こちらは、例えば、保有資産の活用のための準備、金融商品開発の推進のところ

では、後見制度支援信託に代替する預貯金を投入している金融機関の数、または割合とい

ったようなこと。また、成年後見制度の利用促進に関しまして、中核機関の設置市町村数、
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また、市町村計画の策定数といったことを、成年後見制度の利用促進専門家会議における

議論を踏まえて設定をしていきたいと思っております。一番下、消費者被害防止施策の推

進ということでは、人口５万人以上の全ての市町村において、消費者安全確保地域協議会

の設置というものを掲げております。 

 ４本目の下は以上で、最後のページで、５本目の柱の「研究開発・産業促進・国際展開」

のところにつきましては、バイオマーカーの開発・確立、また、認知機能低下抑制のため

の、サービス機器等の評価指標の確立、日本発の認知症の疾患修飾薬候補の治験開始。そ

れから、薬剤治験に即刻対応できるコホートを構築するといったような、目標を盛り込ん

でございます。 

 こうした工程表を整理した上で、施策集と、ここの工程表に盛り込んだ目標というのを、

文章化を試みたというのが、資料４でございます。資料４のほうをごらんいただきますと、

タイトルは「今後の認知症に関する政府の取組み（案）」ということで、これまでの議論を

踏まえ、事務局における議論のたたき台として整理をさせていただいたということで、め

くっていただきますと、まだ「はじめに」というところは記載をしていないというところ

でございます。 

 構成としまして、まず、２ページのところで、全体の「基本的な考え方」。先ほどの俯瞰

図のほうでも記載をしてきたようなことの概要を記載しております。なので、ここもKPI

の表現がありますが、先ほどの御議論を踏まえて、こうしたところも連動して修正してい

くということになるかと思います。２ページの第２のところから「具体的な施策」としま

して、構成として、まず、柱ごとに基本的な考え方を記載して、その後に、施策集に並ん

でいるような各項目を、少し補足をしながら文章で記載をしていくような形で、その柱の

後ろで、例えば、６ページの４に、工程表で少しごらんいただいたKPIを、こちらのほうに

並べるというような体裁で整理をしているところでございます。基本的に、従来、新オレ

ンジプランで取り組んできた項目で、引き続き取り組むべき項目につきましては、こちら

の大綱の中で、どこかで読めるような形で、引き続き盛り込むというような考え方で整理

をしているというところでございます。少し、お時間がありますけれども、全体をめくっ

たほうがよろしいですか。 

○鳥羽座長 

 大体、よろしいですか。ありがとうございます。 

 非常に量が多く、分野が広いので、これらは有識者といえどもすぐに把握できないとも

わからないのですけれども、まず、私のコメントとしては、今までの新オレンジも非常に

よくできたものであると。しかも、それで行われてきた活動もある。ただ、今回、この新

しい見直しに当たって、新しい概念があるのかどうかが一点です。 

 第２点は、新しい概念はないけれども、前回の新オレンジプランの施策に加えて、新し

い目玉のものは、色を変えるなどとして、新旧対応表で、こういう新しいことが、今回始

まりましたよというのがわかったほうがいいのではないかと思うのですが、秋山委員、そ
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の辺はいかがでしょうか。 

○秋山委員 

 私も同感です。新オレンジプランはよかったと思いますが、実際のアクションまでおり

ていなかったですね。アクションにおろす手だてがしっかりここで提案されているかどう

かを確認したいと思います。 

○鳥羽座長 

 提案されていると思うのですけれども、提案されているように見せてほしいということ

ですね。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 かしこまりました。 

 前回の有識者会議のときに、前回のオレンジプランとの新旧表みたいなものを、７本柱

が何で５つになりましたという表をお見せしていると思います。今回は、今まで認知症の

容態に応じた、適時適切な医療・介護の提供というところに含まれていた「予防」を、「予

防」として１本柱を立てたというところが一番大きいのかなと思っています。 

 アクションに関しましては、厚生労働省がこれまで新オレンジプランでは事務局をやっ

ていらしていて、厚生労働省の施策のところはKPIが立っていたのですけれども、そこを

2025年までの期間の中で何をするかということを、関係12省庁の皆様に御協力をいただい

たという、この２つがとても大きいのかなと思っています。 

 そういうことが見えるような書き方に、何か紙をつけるということは工夫したいと思い

ます。ありがとうございます。 

○山口委員 

 資料４をカラーにするのは難しいと思うのですが、実際、資料１とかほかのところでは、

新規施策が赤で書かれているので、そこの点は明確になっていると思います。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。私の認識不足だったかもしれません。 

 各省庁が、全体の受けとめ方として、医療・介護だけではなくて、より、認知症とその

家族の方が、社会的な問題になってきているので、全省庁を挙げて、足りない部分を新し

く出したというところがぜひわかるような形で、全体的に取り組んで、認知症と家族の方

をトータルに支えていくような新しい大綱を目指したというのを、前文の中で、その辺の

ところを明確に書いていただいて、メッセージ性が強くなるようにしていただければと思

うのですけれども、それでよろしいですか。どうぞ。 

○秋山委員 

 アクションが包括的で、具体的なKPIを提示して、全省庁を挙げてということで、以前と

は大きく違うことはよくわかりますが、問題はこれから先です。KPIを掲げて進捗状況を確

認されると思いますが、80％だった目標が、今年は20％達成でした、で終わるのでなくな

ぜ20％だったのか、何がネックになっているのか、課題なのか、それはテクノロジーで解
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決できそうか、制度の仕組みを変える必要があるのか、市民の意識を変えなければいけな

いのか、課題をきちんと探って解決していくという、そこの手だてまで考えておくことが

必要です。 

 そこはイノベーションの宝庫だと思います。そこから新しいものとかサービスが生まれ

る可能性もあるし、新しい社会の仕組み、長寿社会対応の社会の仕組みができる。そうい

う姿勢でぜひ臨んでいいただきたいなと思います。そのためには全省庁で連携・協働して

取り組む体制を、内閣府なり全体をコーディネートできるところでしっかりつくることが

必要だと思います。課題は山積していますが、チャンスの場でもあると思っています。 

○鳥羽座長 

 KPIの達成の点検と、イノベーションがあったときに、むしろほかのやり方が、５年先に

はもっといい方法が出てくるかもしれない。このような重要な御指摘があったのですが、

特にKPIの点検については、もちろんしてほしいと思うのですが、その辺は、今回はどうな

のでしょうか。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 この期間が６年間ということで、2025年まで。この期間は、この会議体で毎回確認をさ

せていただくということを、この「はじめに」の中にも明記をしてきたいと思います。あ

りがとうございます。 

○鳥羽座長 

 ほかにいかがでしょうか。山口委員、何か包括的なものはございますか。 

○山口委員 

 私の包括的な意見は、「すばらしい施策ができた」というまとめですが、それを実際に地

域の中でやっていくのは、地域包括支援センターがかなりの部分にかかわるのではないか

と思いますし、その地域の中の体制づくりは、例えば、認知症地域支援推進員がかなりか

かわってくると思います。そこで一番大切なことは、現在の地域包括が、予算とかマンパ

ワーでかなり厳しい状況にある。だから、そこをしっかり、今後、予算的にも手当をして

いく、そして、ぜひ、この施策を遂行していただきたいと思います。 

○鳥羽座長 

 今まで、大体、各省庁からのアクションプランなどを踏まえて、全体的には新オレンジ

プランは建付けはよくできているのだけれども、アクションプランとして、新しく全省庁

挙げてやるというのは非常に画期的なことなので、ぜひ、それを実効性があるように、KPI

が達成を、身をもって今後改善していけるようにやってほしいと考えています。 

 最後に、私は、予防と共生の「予防」についてのアクションプランへの希望ですけれど

も、運動のことはよく出ていますけれども、食のことに関して、農園だけだと食にならな

いので、食品多様性とか、疫学的に示されている食事による予防について、これは民間企

業とかそういうところの研究や開発も相当有望な分野ですので、その辺について、もう少

し食品多様性や、日本の食を生かした、このようなというような、あるいはカンファレン
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スでのテーマでもいいのですけれども、その辺がちょっと弱いような気がしました。 

 もう一つは、教育は啓発だけではなくて、脳の残った機能を生かす意味での、生涯教育

といったものの特に若いときの教育なのですが、教育年齢だけではなくて、本当に若いう

ちから頭を使って、生涯、楽しく勉強ができるような社会が認知症の予防となると思いま

すので、その辺の教育というか、文科省あるいはほかの省庁もそうですけれども、生涯教

育で楽しく学べるようなものに関するものが、ちゃんと筋があるかどうかについて。それ

が２つ目。 

 もう一つは、先ほど、研究のことでは、脳と心もありましたけれども、good heart good 

brainで、一つの予防法が、認知症だけではなくて、生活習慣病やフレイルや、その他の全

ての予防になるわけですので、研究が脳と心だから神経だ、あるいは糖尿病だからとかで

はなくて、健康寿命の延伸のための「予防」の柱の中で、一つ大きな研究費を国でまとめ

て出して、その結果、認知症も予防でき、生活習慣病も予防でき、フレイルも予防でき、

健康寿命が延伸したのだというようなストーリーの研究費の立て方をすれば、もう少し大

きな研究費の枠になるのではないかというのが、座長としての最後のコメントです。 

 そういうことで、ほかによろしいですか。何かありますか。どうぞ。 

○山口委員 

 細かい点を。 

○鳥羽座長 

 細かいのでもどうぞ。各論も。 

○山口委員 

 資料４で、ちょっと細かい点で申しわけないのですが、14ページに、認知症介護基礎研

修とか実践者研修、実践リーダー研修、介護指導者養成研修というのが出てきて、資料６

では、このKPIが入っているのですが、資料４ではKPIが抜けていたので、今後、多分、KPI

を20年までのものを今後どうするのかを検討して入れるのかなと解釈をしております。 

 それから、16ページと17ページで、全認知症地域支援推進員が新任者・現任者研修を受

講するというのがダブっていました。あと、ちょっと気になったのが、11ページで一番下

なのですけれども「介護現場の能力を高め、介護で対応できる範囲を拡げるためには、精

神科や老年科等の専門科」、ここが診療科になっていて、精神科と老年科が認知症の専門の

診療科なのかというところは、表現に違和感を覚えました。以上です。 

○鳥羽座長 

 ほかにはいかがですか。どうぞ。 

○秋山委員 

 ここに盛り込む提案ではないのでが、一般の市民は、認知症というと、高速道路の逆走

や線路に立入って死亡、その補償問題など、不安材料が満ち溢れています。認知症は怖い。

認知症になっても、不便だけれども、それなりに自分らしくコミュニティーの中で暮らし

ていけるのだという、イメージを共有できるような方策がないかなと思います。例えば、
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NHKの朝ドラは多くの人が見ていますが、認知症をテーマで取り上げるとか。認知症になっ

てもこのように生活できるということを広くビジュアルに伝えることも一案です。教科書

と同じで、政府が朝ドラのテーマの提案はできないと思いますが、何かそういう国民全体

として共有できるよい方策があればよいと思います。○鳥羽座長 

 ありがとうございました。 

 あと、一つ重要なことを忘れました。予防というと、結核の予防にように、「ならないこ

と」であると受け取ってしまいがちです。今回の議論の中では、一次、二次、三次予防と

ありまして、発症をおくらせたり発症のリスクを低減したりするほかに、発症しても、進

行を緩やかにするとか、穏やかに過ごせるようにするという考え方が含まれています。で

すから、予防の意味が、一般に考えられている「ならない」というだけではなくて、広く、

重症化の予防や認知症との共生というところまでも視野に入れた予防であるということに

ついて、有識者の意見は一致しておりますので、予防の意味の説明をするときに、今まで

の「ならない」というのだけではないということをぜひ強調した、予防と共生というよう

に、ぜひ御説明していただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。どうぞ。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 最後の点につきまして、現在の記述としては、こちらの資料４のほうの７ページに、な

お書きという形で、予防の基本的な考え方の一番最後のところで、一次、二次、三次を含

むものだということを書いてございます。それをしっかりと。 

○鳥羽座長 

 柱なので、なお書きでは弱いので、ここの一番最初の、我々の考える新しい大綱におけ

る予防とはと、一番最初に予防と共生のつながりというのを、別々ではなくて。 

○鈴木厚生労働省医務技監 

 前書きのところに。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ２ポツの柱は今回の目玉でもありますので、すごく気にして、この７ページ、８ページ

は、一次か二次か三次かと分けて書いたつもりなのですが、先生がおっしゃるように、ま

ず、基本的な考え方のところで、そこを明確にしたいと思います。ありがとうございます。 

○鳥羽座長 

 そうしますと、今言った、秋山委員の、予防するのだけれども、認知症になっても安心

できる日本という形で、大変力強いメッセージができると思います。よろしくお願いしま

す。どうぞ。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 ２点だけ済みません。 

 確認だけなのですが、先ほど、不便だけれども生活していけるようなというところで、

今、資料１のほうで「目指すべき社会」のところで、認知症になっても「不便なく」とい

う表現をしまっているところなのですが、そこは少し検討を要したほうがよろしいかどう
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かというところを確認させていたいです。 

 あと、最後、山口先生から１点いただきました、精神科、診療科のところにつきまして

は、あそこの記述は、現在の新オレンジプランの記述をそのまま平行して持ってきている

とのことでございまして、関係当事者、団体等の意見も踏まえながら、御指摘を踏まえて

検討していきたいと思います。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 今のは「不便なく」という言葉がいいかということですか。 

○田中厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

 ちょっと御意見と矛盾して、この目指すべき社会が、そうなるとしてしまうのかなと思

ったのですが、いかがでしょうか。 

○鳥羽座長 

 どうぞ。 

○秋山委員 

 多くの人は膝や腰の具合が悪くなると不便が出ますよね。いろいろ不便はあるけれども、

故障とうまく付き合って、それなりに自分らしく、普通の生活ができるのだということで

いいと思っています。非現実的なバラ色の生活を想定するのではなくて。年を重ねればい

ろいろな故障が出て不便は出ますよね。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 そうしたら「不便なく」とは言い過ぎで、「希望を持って自分らしく」のほうがいいです

かね。 

○秋山委員 

 そうですね。 

○鳥羽座長 

 不便についてはどうですか。 

○山口委員 

 「不便なく」で、この大綱をこわしていると思います。「不便なく」という発想は、不便

がいけないことだという、障害がいけないことだという発想に通じます。そうではなくて、

障害を受け入れる社会、それが共生社会だと思うのです。ですから、「不便を抱えながら」

なのです。そして、認知症が発症したら、生活障害は確実に起こるのです。つまり、認知

症であるということは生活が不便になっているのです。不便をなくすということは、認知

症を根本的治療で治すのかとなるのですが、それは無理なのです。ですから、認知症にな

ったら、不便を抱えながら生きていくので、この「不便なく」をカットするだけで、すば

らしい施策になると思います。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。 

○和泉健康・医療戦略室長 
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 では、カットでいいですか。カットしてしまうか、「自分らしく」と入れるか、カットの

ほうがいいか。 

○鳥羽座長 

 不便というのは、今言ったような、本人の側の、能力のための不便と、社会サービスが

あるために不便という二側面ありますので、その不便が最小限に補われるようなという意

味で厚労省はおっしゃっていますし、山口委員のほうは、もともと不便の来る病気だから、

それが「不便なく」というのは、非現実的な、むしろ、障害者に対するよくない考え方で、

それは両方とも私はわかります。ですから、その両方ともいい表現にするには、何かしら

の不便を抱えながらも、不便が最小限とか感じさせないとか、ある程度心地よく生きてい

けるような社会というような表現に、事務局のほうで工夫して考えていただければと。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 今、ここで決めてもらったほうがいいのですか。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 この俯瞰図の一番左側の下のほうに「基本コンセプト」というところがございまして、

３つ○がございます。その一番下が、まさに今、鳥羽座長がおっしゃった「生活上の困難

が生じるが」と、厚労省はこちらには「生じる」と書いて認めているので、生じるけれど

もそれを極力減らしと、まさにおっしゃってくださったとおりが書いてありますので、右

上の「目指すべき社会」のところは「不便なく」を落とすということで、詳細はこちらの

コンセプトに書かせていただくという整理でよろしいかと思います。 

○鳥羽座長 

 よろしいですか。それでは、大体統一されたということです。ほかにはいかがでしょう

か。ちょっと時間が早いですが、各省庁の方で、何か座長のミスで御発言を落としたよう

なことはございますか。大丈夫ですか。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 警察庁は今日はいるのですか。 

○鳥羽座長 

 免許のことは先ほど言っていただきました。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 高齢者の運転免許の更新手続については、平成29年６月の交通対策本部決定において、

求められている制度の見直し、その中で合理化の検討を進める予定であると聞いています。

いつまでにやるのかというのを検討してください。 

○筋警察庁政策立案総括審議官 

 わかりました。 

○鳥羽座長 
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 それでは、今後の日程などについて、事務局からお願いいたします。 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 ありがとうございます。本日は細かいところまで見ていただきまして、本当にありがと

うございます。 

 いただいた一番大きな宿題は、冒頭のKPIの立て方の説明ぶり、ここだろうと思っており

ますので、引き続き御相談させていただきたいと思っています。 

 本文中などにつきましては、最終的にもう一度、座長ほか有識者の先生に見ていただき

まして、これで６月を目途に取りまとめをさせていただきたいと思っております。並行し

まして、自民党、公明党から議法の検討もなされていると承知をしておりまして、今の党

の案は、まだ今後も変わる可能性があると思うのですけれども、中身といたしましては、

ほぼ全部包含されていると思っております。 

 一方で、その柱とか見せ方とか、大きなところで変更が生じるようなときには、もう一

度御相談させていただきたいと思っておりますが、軽微な変更点で何かありましたら、個

別に御相談させていただく形で終わりにしたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

（首肯する委員） 

○大坪健康・医療戦略室次長 

 どうもありがとうございました。本日で、有識者会議は一旦終わりという形にさせてい

ただきたいと思います。これまでどうもありがとうございました。 

○和泉健康・医療戦略室長 

 ありがとうございました。各省に真剣に取り組んでもらいたいと思っています。 

○鳥羽座長 

 ありがとうございました。 


