
令和４年９月３０日

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局
長寿社会課

令和４年度「UDアドバイザー養成講習会」

鳥取県における認知症施策の
現状と取組



○２０１２（平成２４）年
認知症の人の数は４６２万人
（高齢者約７人に１人）

○認知症予備軍は４００万人

・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

○２０２５（平成３７）年
認知症の人の数は約７００万人
（約５人に１人）

※団塊の世代が後期高齢者となる2025年

認知症高齢者数
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鳥取県の認知症の状況②

○全国と比較しても、鳥取県の認知症高齢者数が多い

○７５才以上の高齢者が多いことが、背景にあると考えられる

(資料出所) 高齢者介護研究会、鳥取県長寿社会課調べ

（参考）
○認知症高齢者自立度Ⅱ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意
思疎通の困難さが多少見られ、誰かが注意し
ていれば自立できる状況
○認知症高齢者自立度Ⅲ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意
思疎通の困難さが多少見られ、介護を必要とす
る状況

鳥取県の認知症に関する現状①

本県の認知症高齢者は

２万２千人と推計

（令和２年４月現在）

認知症高齢者の高齢者人口に占める割合
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2005年
H17

2008年
H20

2014年
H26

2017年
H29

2020年
R2

2025年
R7

要介護認定者数 ａ 25,270 27,459 33,192 34,368 34,851 37,767 

うち認知症自立度Ⅱ以上の者ｂ
（ｂ／ａ）

11,957 14,285 20,281 21,520 21,937 23,416 

（４７．３％） （５０．０％） （６１．１％） （６２．６％） （６２％） （６２％）

うち認知症自立度Ⅲ以上の者ｃ
（ｃ／ａ）

5,950 7,205 9,980 11,028 11,294 12,086 

（２３．５％） （２６．２％） （３０．１％） （３２．１％） （３２％） （３２％）
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鳥取県の認知症に関する現状②

■ 認知症者数の推移
人

※この数値は長寿社会課の推計
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認知症の発症を遅らせ、認知症になっても
希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、
認知症の人や家族の視点を重視しながら、
「共生」と「予防」※を車の両輪として施策を推進

※１ 「共生」とは、認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに
生きる、また認知症があってもなくても同じ社会で共に生きる
という意味

※２ 「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、
「認知症になるのを遅らせる」
「認知症になっても進行を緩やかにする」 という意味

認知症施策推進大綱の基本的考え方
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認知症施策推進大綱の５つの柱

① 普及啓発・本人発信支援

・企業・職域での認知症サポーター養成の推進
・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開 等

② 予防

・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充
・エビデンスの収集・普及 等

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援
・社会参加支援

⑤ 研究開発・産業促進・国際展開

・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化
・家族教室や家族同士のピア活動等の推進 等

・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり 等

・認知症発症や進行の仕組みの解明 等 7
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認知症施策の推進（鳥取県）
予防・早期発見・適切な治療により、住み慣れた地域で暮らしを続けていくために、
高齢者のみならず幅広い年代に認知症に関する正しい知識と理解の普及に取り組む。

1 認知症本人の社会参加支援

認知症本人の社会参加を推進し、その視点を施策や地
域啓発へ反映させるためのミーティングや研修等を開催す
る。

4 若年性認知症の方への支援

若年認知症サポートセンターの運営関とのネット
ワーク構築、企業や地域等への啓発研修等を実施

2 認知症本人と家族の一体的支援

認知症本人と介護家族等（介護者）を地域で支えるため
の、コールセンター運営・相談対応、ピアサポートを実施

5 認知症医療体制の充実

認知症疾患医療センターの運営及び地域の認知
症医療の対応や、早期発見、地域包括支援センター
等との連携を進めるため医療関係者への研修等を
開催し、認知症医療に係る人材を育成

3 認知症になっても安心して暮らせる共生社会

認知症サポーター等の養成、市町村等の関係機関との
連携、官民連携などに取組む。

6 認知症高齢者介護制度人材の育成

認知症介護職員等を対象とした各種研修会の開催、
認知症地域支援推進員の人材育成。

7 「とっとり方式認知症予防プログラム」の普及促進

認知症発症リスクに着目した認知症予防プログラムとして、鳥取大学・日本財団等と共同で「とっとり方式認知症
予防プログラム」を開発。エビデンスのある有効なツールとして、普及促進中。

共生

予防
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1 認知症本人の社会参加支援
認知症の本人のニーズを地域で共有
地域における認知症の本人の社会参加や生きがいづくりを促進

本人ミーティングとは、

認知症の本人が集い、本人同士が主になって、自分の体験や希望、必要としているこ
とを話し、自分たちのこれからのより良い暮らし、くらしやすい地域のあり方を一緒に
語り合う場です。
２ヶ月に１回、５～１０人の認知症本人が集まり、ミーティングを開催。
コロナ禍ではオンラインを活用しながら継続していましたが、今年度は、地域単位での小規

模集合型開催で実施予定。
本人同士が出会い、一緒に語ろう！

【本人ミーティングで出た意見】
・診断を受けてから支援機関に繋がるまでに時間がかかる
・診断を受けた後の不安な気持ちを誰かに受けとめて欲しい
・認知症本人として誰かの役に立ちたい

【ピアサポート事業の開始】
本人ミーティングで出た意見を受けて、認知症本人と家族
によるピアサポート事業を2021年からスタート
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2 認知症本人と家族の一体的支援

認知症本人・家族によるピアサポート

認知症の人と家族の会鳥取県支部に、認知症の電話相談、面接、出前相談等の業務を委託。

電話相談：月～金曜日（10:00～18:00）

3,000件程度/年の相談がある

認知症の不安を感じて病院を受診する本人や
介護家族の不安を受けとめ、生活再建へと繋
げるための相談支援強化として、認知症本人・
家族によるピアサポートを実施。

日時：毎月第３火曜日（12:00～14:30）

場所：「ビストロ・ド・スズキ」２階貸切スペース

（鳥大病院から徒歩3分）

鳥取県認知症コールセンター



3 認知症になっても安心して暮らせる共生社会

認知症サポーターとは……

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温か
く見守る応援者。

●認知症の方を温かく見守るサポート

（本人の気持ちを理解・支援）
●生活場面でのサポート

(認知症の方やその家族の手伝い・支援）
サポーターになるには
⇒「認知症サポーター養成講座」を受講

※人口に占めるサポーターの割合 ・・・全国３位
※人口１万人当たりの講座開催回数 ・・・全国１位

行方不明者の早期発見や事件･事故の防止
に向け、関係者による捜索等のための連携体
制を構築

役
割

●初動捜索に市町村の防災無線放送に加え、
あんしんトリピーメールやＪＲへの協力依頼

●行方不明２４時間経過後、市町村域を越えて
の広域体制で捜索（ケーブルテレビ局や隣接以
外の市町村への協力依頼）

11

認知症サポーターの養成 認知症高齢者等の行方不明対策
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4 若年性認知症の方への支援
平成26年4月に「鳥取県若年認知症サポートセンター」を設立。
生活相談、就労等支援、相談内容に応じた家庭訪問、ケア会議参加、医療機関
等への受診同行、職場訪問など、単なる相談対応に留まらず、若年性認知症に
かかるきめ細やかなサポート全般を行っている。

面会相談や家族訪問、医療機関等の関係機関への同行支援、本人が就労する事業所
への配慮要望などを行い支援

認知症の本人、介護家族、認知症疾患医療センター、認知症地域支援推進員、認知症の人
と家族の会等で構成されたネットワーク会議を開催。
若年性認知症に係る課題と取組について情報共有、意見交換を行う。

企業関係者、特に人事担当者や福利厚生の担当者を対象として、若年性認知症に対する
理解の促進と正しい知識の周知・啓発のためのセミナーを開催

若年認知症コーディネーターの配置

若年性認知症ネットワーク会議の開催

若年性認知症セミナーの開催

若年性認知症有病率は18歳～64歳人口10万人当たり50.9人（東京都健康療センター）
鳥取県の若年性認知症者数は150人程度と推計。

本人からの相談：延べ284件、実人数44人
（R2年度実績）
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5 認知症医療体制の充実
認知症疾患医療センターの運営

認知症対応力向上研修

認知症サポート医の育成

基幹型：鳥取大学医学部附属病院

診断が難しい事例の確定診断や重篤患者の受け入
れ、研修会や事例検討会の開催など、高度で専門的な
問題に対応

地域型：①渡辺病院（東部）、②倉吉病院（中部）
③養和病院（米子）、④西伯病院（西部）

専門医療を提供しながら、かかりつけ医との連携や介
護体制との連携を行うなど、地域に密着した医療提供体
制を整える

地域における認知症医療・介護などがスムー
ズに連携し機能するようサポートする、高い専
門性を持った医師。

サポート医数：８５名（令和２年度末までの累計）

・かかりつけ医認知症対応力向上研修

及び症例検討会

・歯科医師認知症対応力向上研修

・薬剤師認知症対応力向上研修

・看護職員の認知症対応力向上研修
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6 認知症高齢者介護制度人材の育成
認知症介護人材の育成 認知症地域支援推進員の育成

認知症介護職員等を対象とした各種
研修会の開催

認知症地域支援推進員は、地域にお
ける認知症の人の医療・介護等の支
援ネットワーク構築の要として、県内す
べての市町村に配置



とっとり方式認知症予防プログラムの
開発・実証事業とは？

 2016年度から、日本財団との共同プ
ロジェクトとして、鳥取大学・伯耆
町・鳥取県が連携し、本県独自の認
知症予防プログラムの開発に着手。

 鳥大・伯耆町・鳥取県で協議会を設
置し、研究職、医療・福祉職、リハ
ビリ専門職等が「運動」「知的活
動」「座学」の各作業部会に分か
れ、多職種の専門家による知見を生
かした本県独自の認知症予防プログ
ラムを開発。

 2017～2018年度の2ヶ年度にわた
り、伯耆町の高齢者136人を対象に
このプログラムを実施し、実施前後
の認知機能や身体機能等の測定デー
タを比較・分析。
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とっとり方式認知症予防研究開発・普及協議会 

鳥取大学 
プログラムの開発、 

効果検証 

伯耆町 鳥取県 

プログラムの実践 ・事務局 

・プログラムの 

普及啓発 

運動部会 知的活動部会 座学部会 

○鳥大 加藤先生 

○理学療法士 

 

【担当】県 

○鳥大 竹田先生 

○作業療法士 

○琴浦町 

【担当】鳥大 

○鳥大 和田先生 

○言語聴覚士 

○認知症予防専門士 伊藤氏 

【担当】伯耆町 

認知症予防プログラム作業部会 

認知症予防プログラム検討委員会 

○監修：鳥大 浦上先生 

○上記協議会委員 

○日本財団鳥取事務所 

○各作業部会（報告者） 

具体的なプログラム・

実践方法の提案等 

プログラム全体の 

調整統合・検討等 

 

 
 

 

 

 

とっとり方式認知症予防研究開発・普及協議会 

鳥取大学 
プログラムの開発、 

効果検証 

伯耆町 鳥取県 

プログラムの実践 ・事務局 

・プログラムの 

普及啓発 

認知症予防プログラム検討委員会 

監修：鳥取大学医学部保健学科 浦上教授 

運動部会 知的活動部会 座学部会 

○鳥取大学医学部 

 病態運動学分野 准教授 

○理学療法士 

 

【担当】鳥取県 

○鳥取大学大学院 

 臨床心理学専攻 講師 

○作業療法士 

○町包括支援センター職員 

【担当】鳥取大学 

○鳥取大学医学部 

 脳神経内科学分野 講師 

○言語聴覚士 

○認知症予防専門士 

【担当】伯耆町 

認知症予防プログラム作業部会 
具体的なプログラム・

実践方法の提案等 

プログラム全体の 

調整統合・検討等 



とっとり方式認知症予防プログラム

認知症予防プログラム検討委員会

運動部会 座学部会 知的活動部会

具体的なプログラム・実践方法の提案

50分 20分 50分

『 週1回2時間・24週間実施 (1教室 12-15人) 』

運動 休憩 知的活動座学
(4週間に1回)

or
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運動プログラム

 準備運動（10分）

 有酸素運動、筋力運動（35分）

 整理体操（5分）

- 深呼吸、肩甲骨運動、体幹回旋、骨盤運動、下肢ストレッチ

- 片脚立位、足踏み、足踏みしながら認知課題を行う、椅子スクワット、
サイドステップ、歩行

- 深呼吸、肩甲骨運動、体幹回旋、骨盤運動、下肢ストレッチ
（成果物：運動のDVD作成）

足踏み＋グーパー 大きく深呼吸
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座学プログラム
座学のテーマ

導入 教室を始めるにあたって

1回目 認知症とは

2回目 認知症 ～生活習慣病編～

3回目 認知症予防 ～生活習慣編～

4回目 認知症予防 ～社会交流編～

5回目 早めの相談・対応 ～気付いた時の第一歩～

6回目 認知症予防のできる町づくりを目指して

※導入部の内容は、運動や知的活動が認知症予防には有用であると
いうものであり、プログラム実施の初回の時に放映し、対象者へ本
研究の意図を理解してもらう意図で実施。

（成果物：メモ用資料）

（成果物：座学のDVD作成）
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『 認知症予防における社会的交流の重要性やコツを紹介 』

『 認知症の早期発見・相談の場・関連制度を紹介 』

座学プログラム概要
 導入：教室を始めるにあたって

 1回目：認知症とは

 2回目：認知症 ～生活習慣病編～

 3回目：認知症予防 ～生活習慣編～

 4回目：認知症予防 ～社会交流編～

 5回目：早めの相談・対応 ～気付いた時の第一歩～

 6回目：認知症予防のできる町づくりを目指して

鳥取大学医学部保健学科・教授 浦上克哉先生

『 認知症予防の可能性と重要性を紹介 』

鳥取大学医学部脳神経医科学講座・講師 和田健二先生

『 認知症の定義や症状を紹介 』

鳥取大学脳神経内科 足立正先生

『 生活習慣病を中心に認知症発症に関連する因子を紹介 』

鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻・教授 野津あきこ先生

『 認知症予防に効果的な生活習慣を紹介 』

鳥取大学脳神経内科 足立正先生

鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻・講師 竹田伸也先生

渡辺病院・理事長 渡辺憲先生

『 地域包括ケアシステムにおける認知症予防を紹介 』
鳥取大学医学部保健学科・教授 浦上克哉先生 19



知的活動プログラム
1週目 2週目 3週目 4週目

導入部（10分）
年月日確認 年月日確認 年月日確認 年月日確認

一言で答える課題 一言で答える課題 一言で答える課題 一言で答える課題

個人で行う知的活動
（15分）

近時記憶課題
（記憶力ゲーム）

視空間認知課題
（貼り絵、塗り絵）

作業記憶課題
（クロスワード）

注意課題
（文字探しゲーム）

全体で行う知的活動
（20分）

遂行力課題
（手指を使うゲーム）

計算力課題
（数字を使うゲーム）

判断力課題
（お手玉遊び）

思考力課題
（歌詞合わせゲーム）

感想（5分） 教室の振り返り 教室の振り返り 教室の振り返り 教室の振り返り

5週目 6週目 7週目 8週目

導入部（10分）
年月日確認 年月日確認 年月日確認 年月日確認

一言で答える課題 一言で答える課題 一言で答える課題 一言で答える課題

個人で行う知的活動
（15分）

遂行力課題
（カレンダー作り）

計算力課題
（計算問題）

判断力課題
（パズル）

思考力課題
（50音作文）

全体で行う知的活動
（20分）

近時記憶課題
（カード合わせ）

視空間認知課題
（文字あてゲーム）

作業記憶課題
（塩・ゴマせんべい）

注意課題
（音あてゲーム）

感想（5分） 教室の振り返り 教室の振り返り 教室の振り返り 教室の振り返り

※「認知機能を使う刺激を与える活動」を、本研究の知的活動の定義とする。
※ 導入部は、年月日確認と「昨日の晩御飯は何でしたか？」というような一言で答えてもらえる課題を行
う。
※ 8週を1セットとして、同じ内容を3セット（24週）行う。

（成果物：パンフレット作成）
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知的活動プログラム概要

近時記憶課題

視空間認知課題

作業記憶課題

注意課題

遂行力課題

計算力課題

判断力課題

思考力課題

認知機能を使う
刺激を与える活動

『 様々な認知機能をまんべんなく刺激する内容 』

 8週を1セット

 活動内容は断定しない

 個人で行う活動と全体で行う活動
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 こういう機会で週1回が楽しみだった。体操も良かった。終わったらすることがなくなる。

 自分だけ元気でもダメ、主人と2人食事や健康に気を付けて生活をしたい。主人が体操をしている時
には習ったように声をかけながら行っている。

 初めは認知症予防教室の言葉がきになった。通うようになって気にならなく、とても楽しかった。

 週1回サロンに参加していた。この教室では頭の使うことが違う、頭がハッキリしてきた。生活にも
積極的になった。歩いてみようと思う。

部落の仲間に声かけて、集まって体操をしようかと思う。

 検査に引っかかり、ここに来た。来てよかった。こういうところがあれば参加したいので教えてほしい。

 体操は何をしていいかわからなかったが、習ったことを少しずつ続けたい。日本海新聞のナンプレを
するようにした。

 認知症について色々な資料を勉強させていただき、多少自分なりに物事が少し勉強になったと思いま
す。

 地区で話す人も少なかったですが、教室に来て笑いながら勉強していると、お宅訪問有り、野菜や花
をいただいたり、教室に来てよかったです。

おしゃべりできたのも大きな成果でした。私は運動・ゲームよりももっと大事なものを得たと思っており
ます。スタッフの方、ありがとうございました。笑顔で接していただきうれしかったです。

教室参加者の声 (抜粋)
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参加者に非常に好評！ 地域交流の促進にも！



とっとり方式認知症予防プログラムの全県展開

プログラムの効果を、
市町村・介護事業所等
に周知

地域の介護予防教室、
サロン、介護施設等で
プログラムを実践

認知症予防推進！
～身体機能向上・地域交流
促進の副次効果も！～

各圏域でプログラム
説明会を実施

プログラムには、理学・作業
療法士等のリハ職を活用

指導者を養成するなど
運営をサポート
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【全県展開に向けた取組】

●医療・介護・行政関係者を対象に医学的エビデンスを踏まえたプログラム説明会を実施し、全県展開！！

●プログラムの実効性を高めるため、プログラム指導者を養成し、導入をバックアップ
・地域で主体的に認知症予防に取り組んでいる認知症予防リーダー（Ｈ29～県養成）も指導者として活用

●プログラムにはリハビリ専門職等を積極的に活用し、身体・認知機能向上の実効性を高める

●プログラムを実施する市町村には、伯耆町での実践例をもとに、運営方法等をアドバイス・サポート

●実施場所は市町村の介護予防教室に留まらず、介護施設や地域のサロン、老人クラブ、自治会活動等にも展開
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とっとり方式認知症予防プログラムの全県展開

茨城県東海村 大阪府豊中市 広島県福山市 香川県小豆郡土庄町

栃木県栃木市 大阪府豊能郡豊能町 広島県東広島市 高知県高岡郡中土佐町

東京都墨田区 京都府船井郡京丹波町 岡山県笠岡市 高知県四万十市

東京都渋谷区 兵庫県宍粟市 島根県隠岐支庁 長崎県佐世保市

東京都世田谷 広島県庄原市 香川県綾歌郡綾川町 大分県佐伯市

神奈川県平塚市 広島県三次市 香川県小豆郡小豆島町 熊本県球磨郡あさぎり町

■県外自治体からの問合せ状況

■県内の普及状況

県内19市町村のうち10市町村が介護予防事業で導入。

デイサービスや地域のクラブ等の民間の取組を含めると、すべての
市町村で取り組まれている。

その他、北海道の老人クラブから沖縄県の介護事業所まで、全国から問合せ多数



問い合わせ先

とっとり方式認知症予防プログラムに関する問い合わせ先

鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局
長寿社会課 いきいき長寿推進担当

担当窓口：

0857-26-7177、0857-26-7179電話番号：

「とっとり方式認知症予防プログラムに関することで…」
とお伝えください！

適切に活用していただける場合は、無償で情報提供をいたします
（運動のDVD、座学のDVD、知的活動のパンフレット など）
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筋トレプログラム 8分 音楽プログラム 7分 美術プログラム 15分

一回のプログラムは約３０分。誰でも飽きずに継続

令和４年度デジタル技術を活用した認知症予防

ライブ配信(第２・第4金曜日)

講師が直接指導してくれます！

ビデオ配信(週2回、月・木曜日)

いつでもどこでも繰り返し実践！

テレビにつなげると大画面で視聴可能！

自宅から気軽にオンライン認知症予防教室 LINEで情報発信

感染症の流行や気候に左右されず、自宅から参加

 LINEを活用したリスクチェックやプッシュ型の情報発信

令和４年9月30日からスタート！ 鳥取県-
脳とからだの健康LINE

QRコードで登録

９月21日から
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ご清聴ありがとうございました。


