
第 31回                             2022年 4月 2日 

ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい       公益社団法人認知症の人と家族の会 

第 3分科会                     東京都支部代表  大野 教子 

 

        認知症当事者と家族の現在と改善の道 

 

1、「家族の会」について 

 

1980 年 1 月、京都に本部を置く当事者団体「呆け老人をかかえる家族の会」が結

成された。当初は 7 支部結成。1992 年に国際アルツハイマー病協会(ADI)に加盟。

1997 年に「ぼけても心は生きている」のスローガンを決定。2004 年、ADI 第 20

回国際会議・京都を開催。2006年に「認知症の人と家族の会」と名称変更し、2010

年に公益社団法人に認定された。現在、47 都道府県に支部が結成され、会員数約

10,000 名。結成以来、認知症の人と家族を支えるとともに認知症の正しい理解を

求め、介護を家族任せにしない「介護の社会化」と「認知症になっても安心して暮

らせる社会の実現」を希求し活動を続けている。 

 

≪活動の三本柱≫ ○会報・支部報の発行 ○会員のつどい開催 ○電話相談 

 ≪調査・研究≫2019年までに 45回実施。 

≪要望書・提言提出≫介護家族の実態調査を反映させたもの。2019 年までに 75 回

提出。 

 ≪理念制定≫2009年 6月制定 

   認知症になったとしても、介護する側になったとしても、人としての尊厳を守ら

れ日々の暮らしが安穏に続けられなければならない。 

認知症の人と家族の会は、ともに励ましあい助けあって、人として実りある人生

を送るとともに、認知症になっても安心して暮らせる社会の実現を希求する。 

 ≪家族の会の役割と存在意義≫ 

   ①認知症の人と家族が励ましあい、助け合い、勇気をわかせる存在として 

   ②ニーズの原点として 

   ③認知症当事者を視点において、認知症に関連するすべての問題に責任を持つ 

存在として 

   ④関心を持つ人々を結集し、方向性を確認する結集点として 

   ⑤国際的な組織の一員として 

 

 



2、電話相談から見える介護状況の変化     ※電話相談から見える変化 参照 

 

＜家族構成の変化＞三四世代家族の激減、ひとり暮らしや高齢夫婦二人暮らしの増加 

         親と独身の子世帯の増加 

＜相談者や介護者の変化＞嫁が激減、娘が増加、男性介護者も増加 

 

○ひとり暮らし 

   ・受診やサービス利用を拒否 ・本人の不安、心細さ ・隣り近所との関係  

・経済的な問題・いつまでひとり暮らしが続けられるのか 

  ○老老介護  

   ・ひとりで背負う介護⇒心身ともに疲弊、子どもたちとの連携なし 

   ・認知症の理解のない介護 ・在宅介護の限界 

 ○男性介護者 

   ・不慣れな家事と介護の両立で疲弊 ・愛情過多 ・孤立しがち 

   ・自分の時間が持てない 

 ○独身の子による介護 

   ・介護離職 ・経済的な不安 ・将来の不安 ・親やきょうだいとの確執 

   ・精神疾患 

 

＜相談の状況＞・本人との良好な関係を保つには・これからどうしたらよいのでしょう 

・かかえる介護負担・介護者高齢や病弱の割合が増加・介護を継続する

ための精神的な支えがほしい・本人の辛さや苦しみ、孤独感を理解し

ながらより良いケア環境を作るには 

 

3、家族の介護負担について 

 

 ※『認知症の人と家族の思いをより深く知りたいあなたへ』より抜粋 

日常生活の支援が主で、一日の多くの時間（半日程度・3～5時間・1～2時間） 

を介護に費やしている 

＜介護と仕事の両立＞悩んだことがある介護家族は 41.7％、仕事への影響があった人

は 36.7％で「退職せざるをえなかった」15.8％、「非常勤になった」5.2％、「転

職せざるを得なかった」2.4％。転職に至らないまでも、降格した・職場の偏見・

遅刻早退欠勤などの影響があり、疲れる・ミスが増えた・仕事に集中できない・

再就職が難しかったなどがある。仕事に影響があり、これまでどおり続けていく

ことが困難だった理由は、「自分以外に介護する人がいなかった」62.6％、「仕事

の責任を果たせなくなった」39.6％、「先の見通しが立たなかった」28.2％、「体



力的に難しかった」25.8％であった。 

＜介護保険サービスの利用限度額＞超過は 8人に 1人。利用限度額超過は要介護度 1

では 6.3％であったが、要介護度 5では 25.0％と、要介護度が高くなるほど多く

なる傾向があった。超過金額の平均は 53.735 円。介護にかかる費用のやりくり

の状況としては「認知症の人のお金で賄えている」人は 53.6％。「本人と配偶者

の収入でまかなえず、親族などが経済的援助をしている」人は 5.4％であった。 

＜認知症の症状への対応で困っていること＞「同じことを何度も聞かれる」46.0％、 

 「目が離せない」32.4％、「興奮を鎮めるのが大変」20.5％、「サービスの利用を嫌

がる」20.4％。 

＜生活上の困難＞「気が休まらない」52.2％、「自分の時間が持てない」38.7％、「外

出できない」27.1％、「家事に思うように手が回らない」23.3％、「留守を見てく

れる人がいない」21.2％、「経済的負担が大きい」21.0％。 

＜身体的自覚症状＞睡眠不足と腰背部痛、肩こり、関節痛などが多い 

＜現在の気持ち＞「漠然とした不安がある」45.5％、「イライラする」32.7％、「気分

が落ち込む」25.6％、「意欲がある」7.8％、「前向きな気持ち」13.6％ 

＜介護を相談する相手＞いるは 91.0％であったが 40歳未満では 67.6％と低かった。 

＜介護継続への思い＞「介護を続けるつもりである」51.4％、「介護をしたくないが

続けるしかない」18.4％、「介護をしたくないのでやめたい」1.2％。 

 

4、コロナ禍において介護で困ったことのアンケート調査結果 

 

1回目：2020年７月末～8月上旬実施  2回目：10月末～11月末実施 

＜第 1回＞本人・家族が感染することや介護者が不在になることへの不安・医療や介護

体制がひっ迫する可能性があることへの不安・環境の変化によって認知症が進行するこ

とへの不安・(施設入所)面会ができないままの体調悪化や最後のお別れになってしまう

ことへの不安 

＜第 2回＞（本人の状況）体力が減退した・心身ともに弱った・記憶障害や見当識障害

が進んだ・不穏になり怒りっぽくなった・生活のリズムが崩れた・社会とのつながりが

減って孤立が深まった・(施設入所)面会できない、制限される状態が続き、様子がわか

らず不安だった施設によって面会の対応が大きく異なっている 

●2回のアンケート調査では困難だったことに加え、それを乗り越える工夫も多数寄せ

られた。また、医療や介護関係者への感謝も多数挙がった一方で、社会全般でコロナに

罹患した人やその疑いのある人への差別や偏見を感じる機会があり、新型コロナウイル

スが「人とのつながり」「他者理解」「支援のあり方」などのさまざまな課題を考えさせ

られる機会になったことが示唆された。 

※ 緊急要請 (3月 23日付)  参照 



5、認知症の人の介護家族支援について    ※要望書(2019年版)より抜粋 参照 

      ～本人支援と家族支援は車の両輪～ 

 

○地域の中で介護家族が思いを吐露し、共感をもって聞いてもらえる場作り 

○認知症についての情報や対応について学べる場作り 

○介護家族が孤立しないためのネットワーク作り 

○介護は社会全体で担うべき課題であるという認識を共有する 

○専門職や関係機関への介護家族支援の必要性の普及 

○介護保険制度の中に直接的な介護者支援のしくみの導入 

○介護者支援を主目的とした法律や条例の制定 



電話相談から見える変化 2020 年度

相談者と要介護者の続柄 1982年度

1982年度 2020年度

人数 割合 人数 割合

本人 10 2.3% 0 0.0%

妻 50 11.4% 56 27.6%

夫 14 3.2% 12 5.9%

娘 147 33.5% 98 48.3% 2020年度

息子 38 8.7% 17 8.4%

嫁 139 31.7% 9 4.4%

その他 41 9.3% 11 5.4%

合計 439 100.0% 203 100.0%

要介護者の家族構成 1982年度

1982年度 2020年度

人数 割合 人数 割合

単身 21 4.8% 83 40.9%

夫婦 67 15.3% 60 29.6%

親と子 70 15.9% 40 19.7%

親と子夫婦 61 13.9% 8 3.9% 2020年度

三・四世代 197 44.9% 10 4.9%

その他 23 5.2% 2 1.0%

合　計 439 100.0% 203 100.0%

公益社団法人　認知症の人と家族の会　東京都支部作成
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電話相談から見える変化 2020 年度

介護者と要介護者の続柄 1982年度

(在宅介護者なし・不要・入院・入所を除く）

1982年度 2020年度

人数 割合 人数 割合

妻 74 20.2% 59 44.0%

夫 21 5.7% 15 11.2%

娘 88 24.0% 45 33.6%

息子 12 3.3% 7 5.2% 2020年度

嫁 159 43.3% 4 3.0%

その他 13 3.5% 4 3.0%

合　計 367 100.0% 134 100.0%

介護者の年齢 1982年度

(在宅介護者なし・不要・入院・入所を除く）

1982年度 2020年度

人数 割合 人数 割合

３０代まで 44 12.0% 1 0.7%

４０代 66 18.0% 3 2.2%

５０代 101 27.5% 26 19.4%

６０代 83 22.6% 23 17.2% 2020年度

７０代 37 10.1% 65 48.5%

８０代以上 8 2.2% 9 6.7%

不 明 28 7.6% 7 5.2%

合　計 367 100.0% 134 100.0%

公益社団法人　認知症の人と家族の会　東京都支部作成
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 2022年 3月 23日 

厚生労働大臣 後藤 茂之 様 

                                 
 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 

                                             代表理事 鈴木 森夫 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る 

認知症の人やその家族への対応等に関する緊急要請 

 

日ごろより、当会の活動にご理解、ご支援いただき、ありがとうございます。 

さて、長引く新型コロナウイルス感染症のまん延で、認知症の本人、介護家族は、感染への不安

に加え、介護者や要介護者が発熱するなど体調を崩した際の医療や介護サービス利用ができなく

なり、命や暮らしに大きな影響を受ける結果となっています。 

また、通所サービス事業所への「介護報酬の特例措置」が、昨年 6 月に当会が利用していない

サービスへの利用料負担の問題点を指摘したにもかかわらず、今回、再び実施されたことは、到底

納得できません。感染対策を徹底し事業を継続する事業所への負担軽減には、公費での対応を

要望いたします。 

以下の２点について、早急な対処をはかられるよう、よろしくお願いいたします。 

 

要 望 内 容 

 

１ 介護者や要介護者が発熱など、新型コロナウイルス感染を疑う場合の医療対応や介護サー

ビス提供体制の不安定さを解消し､在宅介護が安心して続けられるよう、早急に対応すること 

 

要介護者を通所や短期入所などのサービスを利用し、在宅介護している中で、本人や介護

家族が発熱など新型コロナウイルス感染を疑う病状の時、かかりつけ医が診察できない場合の

連携先がなく、家族が途方に暮れた事例が発生しています。更に、新型コロナウイルス感染の

疑いがあるため、介護サービスの利用は断られ、家族が病いを押して介護せざるを得なくなり、

孤立し、精神的にも追い詰められた状況が起きています。 

要介護者や介護家族が発熱など新型コロナウイルス感染症を疑う時にも、診察が受けられる

医療連携体制が必要であり、感染していた場合は、状態に応じて入院施設または宿泊療養施

設で、安心して治療・介護が受けられる体制の確保を要望します。 

また、介護者が感染した場合でも、濃厚接触者となる要介護者への介護サービスが継続でき

るよう、迅速に支援体制を確保してください。 

 



２ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱い 

（第 27報）を撤回し、事業所の減収や感染対策にかかる経費は公費で補填すること 

 

私たちは、コロナ禍が長期化し、クラスターも多発している中、通所サービス等を必要としてい

る利用者・家族のために、感染対策を講じつつ、サービス継続に奮闘していただいている事業

所や職員の皆さんには、たいへん感謝しています。 

しかし、今回の厚生労働省の措置には憤りを感じます。 

前回、2020年６月に、初めて介護報酬上乗せの特例措置が導入された際、私たちは、実際に

は利用していないサービス分の利用料負担を強いるのは、全く理不尽であると撤回を求めました。 

にもかかわらず、こうした利用者・家族からの抗議の声を聞かず、また前回、半分近い事業所

がこの「理不尽」を利用者に押し付けることはできない等の理由で、介護報酬の上乗せを算定し

なかったことを教訓としない厚労省の姿勢には､まったく納得ができません。 

直ちに、今回の臨時的取り扱いを撤回し、介護事業所の減収や感染対策にかかる経費等に

ついては、公費で補填するよう強く求めます。                                                        

以上 

 



認知症の人と家族の思いと介護状況及び市民の認知症に関する意識の実態調査 

【概要版】より抜粋   2020年 4月 公益社団法人認知症の人と家族の会作成 

 

認知症の人の思い 

 ☆診断前後で楽しみややりがいに変化を感じたこと 

 ＜外出や移動での変化＞ ・車の免許を返納して外出が減った・周囲の人の迷惑にな

るため自動車運転はやめた・自転車が禁止された・外出範囲が狭くなった・外出す

るのが不安になった 

 ＜他者との交流＞・他者との交流が減った・外出しなくなった・友人などに連絡を取

るのが難しくなった・他者に怒られたり喧嘩になることがある 

 ＜健康の維持＞・運動習慣ができた・健康管理が大切だと自覚するようになった 

 

 ☆先に認知症になった人から、これから認知症と生きる人へのメッセージ 

 ＜診断を受けるかもしれない人に対して＞ 

  ・予防よりも備えと表現して一般の病気と同じように認知症をとらえてほしい 

  ・不安を明確にして、自分の役割を伝えて、冷静な時の今後のことを考えておく 

  ・人と比べない・何とかなる・堂々としていて・ほかの人を頼る・できることをや 

り、身体を動かす・考えすぎず隠さず伝える・終わりじゃない、大丈夫 

  ・楽しいことを見つけ続ける。大切なことは書いておく 

  ・認知症は恥ずかしいことではない。ほかの人が正しく理解すれば楽になれる。認

知症になっても生きて行ける。 

 ＜診断を受けた時に備えて、知っておいてほしいこと＞ 

 ・自動車運転などはいつかはできなくなる日が来ると思っておく 

 ・家族がたいへんでも、本人のことを優先してほしい 

 ・やる気が出なくてもやりたいことはある 

＜認知症の人に接する人へのお願い＞ 

 ・きつく言わないでほしい・ゆっくりと話してほしい・静かに話してほしい・普通

に接してほしい・ほめて優しくしてほしい・お茶しようと声をかけてほしい・一

緒に元気になろうと声をかけてほしい 

 

家族の介護負担 

   日常生活の支援が主で、一日の多くの時間（半日程度・3～5時間・1～2時間） 

を介護に費やしている 

 ＜介護保険サービスの利用限度額＞超過は 8人に 1人。利用限度額超過は要介護度

1では 6.3％であったが、要介護度 5では 25.0％と、要介護度が高くなるほど多

くなる傾向があった。超過金額の平均は 53.735 円。介護にかかる費用のやりく



りの状況としては「認知症の人のお金で賄えている」人は 53.6％。「本人と配偶

者の収入でまかなえず、親族などが経済的援助をしている」人は 5.4％であった。 

 ＜身体的自覚症状＞睡眠不足と腰背部痛、肩こり、関節痛などが多い 

 ＜現在の気持ち＞「漠然とした不安がある」45.5％、「イライラする」32.7％、「気

分が落ち込む」25.6％、「意欲がある」7.8％、「前向きな気持ち」13.6％ 

 ＜認知症の症状への対応で困っていること＞「同じことを何度も聞かれる」46.0％、 

 「目が離せない」32.4％、「興奮を鎮めるのが大変」20.5％、「サービスの利用を嫌

がる」20.4％。 

 ＜生活上の困難＞「気が休まらない」52.2％、「自分の時間が持てない」38.7％、「外

出できない」27.1％、「家事に思うように手が回らない」23.3％、「留守を見てく

れる人がいない」21.2％、「経済的負担が大きい」21.0％。 

 ＜介護を相談する相手＞いるは 91.0％であったが 40歳未満では 67.6％と低かった。 

 ＜介護継続への思い＞「介護を続けるつもりである」51.4％、「介護をしたくない

が続けるしかない」18.4％、「介護をしたくないのでやめたい」1.2％。 

 ＜介護と仕事の両立＞悩んだことがある介護家族は 41.7％、仕事への影響があった

人は 36.7％で「退職せざるをえなかった」15.8％、「非常勤になった」5.2％、「転

職せざるを得なかった」2.4％。転職に至らないまでも、降格した・職場の偏見・

遅刻早退欠勤などの影響があり、疲れる・ミスが増えた・仕事に集中できない・

再就職が難しかったなどがある。仕事に影響があり、これまでどおり続けていく

ことが困難だった理由は、「自分以外に介護する人がいなかった」62.6％、「仕事

の責任を果たせなくなった」39.6％、「先の見通しが立たなかった」28.2％、「体

力的に難しかった」25.8％であった。 

 

認知症に関する一般市民の認識 

 8割以上の市民が日常生活の中で認知症の人と接した経験がある 

 ＜認知症のイメージ＞「誰でも成り得る病気」93.7％、「周囲の理解がとても大切」

99.2％、「認知症の人には心のゆとりを持って話を聞くことが大切」98.7％、「認

知症の人には戸惑いや不安な心境にあると思う」95.6％、「気分の良いときには

普通に過ごせる」94.6％、「地域活動に参加したほうが良い」94.1％、「喜びや悲

しみを分かち合うことができる」93.9％など、認知症の人の立場に立った視点を

持とうとする意識や、社会とのつながりをもっと推進していく必要性を感じてい

る。 

 ＜認知症の介護家族のイメージ＞「身体的負担が大きい」92.0％、「精神的負担が

大きい」95.2％、「経済的負担が大きい」87.8％、「介護への手助けが必要である」

94.9％、「認知症の介護には家族の努力が必要である」83.2％、「介護家族は認知

症の介護をしていることを近所に知られたくないと思っている」48.3％であった。 



 

認知症に関わる支援者の意識 

 ＜認知症の人への支援＞ 

 認知症ケアに対するイメージ：「認知症の人に優しく接することができる」91.1％、

「認知症の人へのケアをするのは楽しい」70.9％、「認知症の人の行動の意味を

理解することができる」77.5％、「認知症の人の行動を予測するのは難しい」

77.4％とケアの難しさにより相反する思いをもっていた。「認知症の人へのケア

には自信がある」55.9％とやや低く、「認知症の人の対応をするときイライラす

る」は 47.9％と半数を切っていた。 

 認知症の人のケアを行う人と場：「認知症の人への支援は地域住民でもできること

があると思う」91.3％、「認知症の人はできるだけ住み慣れた自宅で生活し続け

ることがいいと思う」83.0％、「認知症の人の介護は家族が行うことが一番いい

と思う」ｈ25.1％と低かった。「認知症の人は住み慣れた地域から離れても家族

のそばにいることがいいと思う」37.2％、「認知症の人の介護は施設入所を積極

的に進めていくといいと思う」24.6％、「認知症の人の支援は専門家が適切なケ

アを実践してくれると思う」55.1％であった。 

 認知症の人の独居支援：「ひとり暮らしを介護サービスで支援し続けることができ

る」47.5％、「ひとり暮らしを望めば在宅死を支援することができる」56.5％、「金

銭管理は成年後見制度を利用するのがいい」81.5％であった。 

 

＜認知症にやさしい社会のために必要だと思うこと＞ 

国・自治体ができること：認知症の知識の普及・世代や環境別の教育・認知症の治

療と予防・まちづくり・法律や社会制度の整備・認知症の支援者の確保・家族支

援 

認知症の本人ができること：認知症の人の思いを示すこと・周りの人と話し合うこ

と・自分らしい生き方ができるよう準備すること・認知症であることを公表する

こと・必要な時は支援してもらうこと・認知症の人同士のピアサポートをし合う

こと・認知症になってもあきらめずに生きて行くこと 

認知症の人と共にいる家族ができること：家族がまずは認知症を良く知ること・悩

みを抱え込まず相談しあえる仲間を作ること・心身の健康を保つこと・地域との

つながりを保つこと 

支援者ができること：認知症ケアを担う支援者の質の向上・認知症ケアの質の向上 

地域住民ができること：地域包括ケアの推進・地域づくり・住民力や地域力の向上・

地域住民自身が認知症に関する偏見を克服すること 

 


