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はじめに

人口統計上の高齢化は世界的な傾向であり、これは 20 世紀において保健システムの改善に成功した

証でもあります。より多くの人々がより長生きをし、健康な生活を送るようになり、世界人口に占め

る高齢者の比率は高まっています。一方、高齢化は私たちに対して課題を投げかけています。多くの

国際会議の場においても高齢化問題が論議され、共同声明の採択がおこなわれています。例えば、高

齢化に関するマドリッド国際行動計画 2002 が挙げられます。

高齢化による明らかなマイナス面の影響は、アルツハイマー病と関連認知症の患者数の増加に現れて

います。国際アルツハイマー病協会（ADI）では、各国の政府と共に認知症患者とその介護者の生活

向上と認知症研究の促進を図るための活動に取り組んでいる世界中のアルツハイマー協会を支援す

ることを目的に本レポートの作成委託をおこないました。各国での取り組みを戦略的に促進するため

には世界保健機関が認知症を世界の保健政策上の優先課題として位置づけることが極めて重要であ

り、国家として医学上の研究を支援、奨励する場合には、アルツハイマー病がその国に及ぼす負担の

度合いに相応するような資金援助を含む支援内容となるべきです。

このことが何故重要であり、また急を要するかについて明確にするために、認知症の蔓延状況とその

影響についての最新の情報と併せて問題解決のための体制づくりについての提案をおこないました。

これについては勇気付けられる取り組みが近年進んでいます。オーストラリアは 2004 年に認知症を

国の保健政策上の優先課題に位置づけた最初の国となりました。また認知症への国としての戦略的な

取り組みが、フランス、韓国、イギリス、ノルウェイ及びオランダで始まりました。さらに EC では

認知症についての国際行動計画への初めて取り組みを始めました。

本レポートでは入手可能な直近の研究データに基づいた現状における状況分析報告をおこないまし

た。2009 年世界アルツハイマーレポートにおいて何百万人のアルツハイマー病とその他認知症の人

がいることを確認しています。これまでの研究と本レポートは認知症の患者数が注意を要すべき比率

で増加してゆくことを指摘しています。ADI では本レポートが世界レベルでの認知症の蔓延状況につ

いての最も正確な推定値を提供しているものと信じており、ADI が委託した科学者達は包括分析手法

によって世界のすべての地域での患者数の推定数を算出し、レポート内で説明をおこなっています。

ADI では国ごとの蔓延患者数を算出するためには異なる分析手法が必要であると考え、本レポートで

は個別の国々の推定数の算出はおこなっておりません。ADI では国ごとに行なう調査結果がより正確

であると考え、国ごとにアルツハイマー病の全国的な蔓延状況調査を行うことを推奨しております。

認知症の蔓延状況とその影響についてより多くの研究が必要とされていることは明らかであり、ADI

では経済上のデータを加えた本レポート内容のフォローを 2010 年に行なう予定です。ADI は認知症

に対するより多くのそしてより良い解決方法について各国政府、政治家、保健専門職及びアルツハイ

マー協会などの総ての関係者と協働してゆくために、今般の取り組みが刺激となることを希望してい

ます。世界では 7 秒ごとに新しい認知症患者が生まれています。もう時間がありません。
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インド・コーチンの ARSI デイケアセンターの利用者。68 歳で認知症の診断を受け、最初は家族と召使に

よる在宅介護を受けていたが、行動障害が起きるようになりデイケアセンターに登録された。センターで

はおしゃべりや物語を語り、スタッフやボランティアから介護を受ける。例えばジータ、彼女は利用者を

理解しやさしい。
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認知症の拡大

2010 年時点で世界の認知症患者数は 3,560 万人に達するものと推定されます。患者数は 20 年毎に倍

増してゆくことが予測され、2030 年には 6,570 万人、2050 年には 1 億 1,540 万人に増大すると予測

されています。この増大は主に低中所得国での認知症患者数の増加によるものです。

問題は患者数の増大だけではなく、アルツハイマー病及び認知症は社会に対して大きな影響を及ぼす

という点にあります。それは世界人口の“高齢化”とペースを併せて拡大してゆく流行病とも称する

ことができます。認識の欠落や不十分な診断、そして迷信は、所得のレベルや、国、コミュニティの

大きさに関わりなく認知症患者とその家族に対して深刻な問題を及ぼしています。

国際アルツハイマー病協会

国際アルツハイマー病協会（ADI）は世界各国のアルツハイ

マー協会の包括組織として世界中のアルツハイマー協会の設

立と強化を支援し、アルツハイマー病を始めとする全ての認

知症についての世界的な認識の向上を図ることを目的として

います。
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勧 告

１．世界保健機関（WHO）は認知症を世界の保健政策上の優先課題とすることを宣言すべき

である。

２．各国政府は認知症を国の保健政策上の優先課題とすることを宣言すると共に認知症患者と

その家族へのサービス及び支援をおこなうための国家計画の策定をおこなうべきである。

３．低中所得国はまず認知症に対する基本的な保健制度とその他のコミュニティサービスの向

上についての対策を立てるべきである。

４．高所得国は認知症に対する予算配分を行なうとともに国としての活動計画を策定すべきで

ある。

５．認知症の進行に対応できるサービスを整備する。

６．年齢、性別、収入、障害度、住環境に関わらず認知症患者が最大限に利用できるサービス

を整備する。

７．政府、認知症患者とその介護者及びアルツハイマー協会、関連非政府組織及び保健専門団

体の協働体制を構築する。

８．アルツハイマー病及び他の認知症の病因、薬物療法及び心理社会的治療法、認知症の蔓延

とその影響、及び認知症予防に関する研究に対する資金供給をおこなうこと。
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研究概要

総ての国々、文化、人種において、アルツハイマー病を始めとする認知症についての研究が取り組ま

れており、病気についての認識は確実に進んできています。しかしながら、その認識レベルについて

は相当な差があります。国際アルツハイマー病協会（ADI）では全人口及び保健関連職における認知

症に対する認識向上を国際的優先課題(A11)として取り組んできました。

特に低中所得の国々においては、医療状況も含めアルツハイマー病を始めとする認知症に対する認識

が一般的に不足しており、認知症は通常の老化現象として捉えられています（A9,12,13）。このような認

識の一般的な不足は重要な結果をもたらすことになります。

・病気に罹った本人が正式な医療介護サービスの支援を求めることをしません。

・認知症の認識及び保健サービス上のいかなるレベルにおいても組織的な訓練がほとんど無いか皆無

です。

・状況に対応してゆくための認知症介護サービス提供を実現することについて、政府への働きかけを

おこなう基盤がありません。

・家族が介護の中心となり、他の人々や機関からの支援や理解を得ることなく介護を行なわなければ

なりません。

アルツハイマー病を始めとする認知症患者は既存の在宅介護制度から除外されてしまう場合がしば

しばあり、また病院施設への入所も断られることもあります。認知症患者には多くみられる行動障害

についての理解が乏しく、迷信もあり、結果、介護者は自分自身を責め苦しんでいます(A14)。

認知症についての認識の低さは低中所得国に限った問題ではなく、例えばイギリスの全国認知症戦略

では迷信（問題についての論議を妨げる）の存在と 2 つの間違った考え方（認知症は老化現象である

という考えと、どうしようもないという考え）が、介護者が支援を求め申し入れをすることをためら

うことに繋げている問題点としています(A15)。イギリスでは掛かりつけの医師に認知症の兆候を伝え

るまでに通常 3 年間かかっており、介護者の 70%が診断を受けるまでは認知症の兆候についての認識

を持っておらず、また 58%の介護者はその兆候を通常の老化現象として捉えています（A16）。また基

本治療を施す医師についてはその 31%だけが認知症の診断と対応をおこなうための十分な訓練をう

けています（A17）。

高齢者の健康保健上のニーズは公共保健政策上、世界的に低い優先課題として長らく位置づけられて

きましたが、現在変わりつつあります。人口構成の高齢化が世界各地、特に中国、インド及びラテン

アメリカ（B2）で予想以上の速度で進んでいるという事実（人口の“老齢化”現象）の故です。2020

年までの 30 年間で、人口に占める高齢者比率の増加率は先進国(B3)の 68%と比較すると低中所得国で

は 200%まで拡大します。（16 頁の低中及び高所得国の定義参照のこと）この高齢化の進展により、

低中所得国においては次第に、非伝染性でありながらも長期に患うことになる疾病が極めて重要な問

題となってくることが予測されます。サハラ・アフリカエリア以外(B5)の世界の各地では慢性疾病が

すでに主要な死亡原因となっているのです。

ADI では 2004 年に世界の専門家を集めた会議を開催し、認知症の世界での蔓延状況についての再検

討をおこない、世界の各地域における認知症の蔓延状況の推定と認知症患者数及び増加予測をおこな

いました。この検討結果は 2005 年ランチェット報告に掲載され、2001 年時点で世界には 2,420 万人

の認知症患者が存在し、毎年 460 万人の発症が見られるとの報告がなされました（B6）（世界の心臓発

作発症数と同じ位）(B7)。全認知症患者数の 2/3 は低中所得国に居住しており、高所得国よりも低中

所得国で患者数が急増することにより 20 年毎に患者数は倍増し、2040 年までに 8,000 万人に達する

との予測がなされています。
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しかしながら蔓延状況予測を最新化する必要性について多くの指摘がなされています。ランチェット

/ADI の認知症蔓延状況予測は 2001 年を基準年とすることで、2020 年及び 2040 年を予測したもの

であり、蔓延状況データも世界各地域についてのデータを欠いたものになっており、研究項目や異な

る推定値などの他のデータとの不一致がある場合、その推定数値は暫定的なものとして捉えるべきで

す(B6)。特に、ラテンアメリカ（B20-22）、アフリカ(B10)、ロシア、中東およびインドネシアでは疫学上

の研究文献が極めて不足しており、そのため専門家による国際会議において予測内容の充実を図るべ

きであるとの総意がなされました。2001 年を基準年とした予測をおこなって以降、世界的に人口の

高齢化が著しく進んでおり、このことはより多くの高齢者が認知症のリスクにさらされているという

ことを意味しています。

一方、国際的な情報データベースについては相当充実してきており、スペイン（B23,24）、イタリア（B25）、

及びアメリカ（B26）において新たな研究取り組みが行なわれており、これまで文献による情報提供が

なされなかった低中所得国及び他の地域やグループにおいても研究への取り組みが活発になってき

ています。これらの取り組みにはブラジル、キューバ、ドミニカ共和国、ペルー、メキシコ、ベネゼ

エラ、インド及び中国（B13,27）における ADI の 10/66 認知症研究グループの研究、ブラジル(B28)、ペ

ルー(B29)、キューバ（B29）、ベネゼエラ（B31）、中国（B32）、韓国（B33）、インド（B34）、タイ（B35）、オ

ーストラリア(原住民族)（B36）、グアム（B37）、ポーランド（B38）、及びトルコ（B39）での蔓延状況につ

いての新たな研究活動が含まれています。また世界保健機構（WHO）による世界における疾病負担

に関する報告が最新化され、入手可能な情報を通じた分析と認知症の蔓延状況に関する例証の集約を

おこなうための資料入手や文献の検索をおこなうことが可能な範囲（幾つかの地域若しくは全地域）

が広がっています。

先回のランチェット/ADI 予測と本レポートによる新予測との違いを表 1 にまとめました。

研究手法

研究手法の詳細については本報告書の完全版に記載しており、www.alz.co.uk/worldreport.で見るこ

とができます。147 件の研究について記載した 135 の論文が使用されています。

表 2 では GＢＤ（世界疾病負担）地域の高齢者人口の規模と概要及び研究対象人口数についてのもの

です。



6

研究結果

21ＧＢＤ地域の内の 11 地域：西ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ（アンデスラテンアメリ

カ、中央、南部および熱帯地域を含む）、アジア太平洋高所得、オーストラリア、東アジア、東南ア

ジア及び南アジアにおいて統合分析をおこなうための研究対象数、対象量及び範囲に関する例証は十

分なものと考える。

60 歳以上の蔓延状況の推定については西ヨーロッパを標準とした 21 の GＢＤ地域（表 2）との直接

的な比較をおこなうことが可能となった。全体的な蔓延状況については 2.7%（サハラアフリカ、西

部）から 8.5%（ラテンアメリカ）までの 4 層の変動が見られるが、推定蔓延率の大部分は 5%から

7%の間に位置しており、変動の主要な原因は 4 つのサハラアフリカ地域での極めて低い推定蔓延率

によるものである。

推定認知症患者数

年齢特定と年齢及び性別で特定した蔓延推定率によると 2010 年の世界における認知症患者数は

3,560 万人に上るとの推定報告を国連人口予測部へおこないました。この推定患者数は 20 年毎に倍
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増してゆくことが予想されており、患者数は 2030 年に 6,570 万人、2050 年には 1 億 1,540 万人へと

増大してゆきます。この主な要因は低中所得国（2 頁、図 1）における認知症患者数の増大によるも

のであり、2010 年において認知症患者の 57.7%が低中所得国に居住していることが推定されるが、

その比率は 2030 年に 63.4%、2050 年に 70.5%と拡大してゆきます。2020 年（48.1%）と 2040 年

（90.3%）おける新たな推定数値を見ると、前回のランチェット/ADI コンセンサスでの推定値である

2020 年 42.7%、2040 年 82.05 と比較しても約 10%増加しています。

前回の認知症患者数の増加に関する予測では世界の各地域は3つのグループに分類されることになる

との予測がなされていました。

・開発途上国地域は高い比率から始まり、中くらいの上昇率を示す

・ラテンアメリカ及びアフリカでは低い比率から始まり、急速な患者数の増加率を示す。

・インド、中国、南アジア及び西太平洋諸国は高い比率から始まり、比較的急速な上昇率を示す。

最新おこなった推定においても同様なパターンが見られており、これらの変化は主には人口の増加と

高齢化の進展によるものと考えられる。今後 20 年間での認知症患者数の増加はヨーロッパで 40%、

北アメリカ 63%、南ラテンアメリカ 77%、そしてアジア太平洋の先進国で 89％に達すると予測され

ています。一方、東アジア 117%、南アジア 107%、残りのラテンアメリカは 134～146％、そして北

アフリカ及び中東は 125%と予測されています。表 3 を参照のこと。
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アルツハイマー病とその他認知症との関連及び死亡率と疾病率

認知障害、認知症と死亡率に関する文献検索によると認知障害レベルと死亡率の増加（C4）の間の認

知症と投薬反応の関連性の影響は 2.63 と若干高い関連死亡リスクがあることが報告されています。

低中所得国でおこなわれた 2 件の認知症と死亡率についての研究でも、ブラジル（C5）で 5.16、そし

てナイジェリア（C6）では 2.83 という幾分大きな影響規模が記録されています。

入手可能な最新の GＢＤ数値（2004 年）によれば、世界の障害生活年数（DALYs）の 0.8%はアルツ

ハイマー病を始めとする認知症が原因となっており、障害の下での生存年数の 1.6%、死亡損失年数

（C2）の 0.2%を占めています。認知症は主に高齢者の病気であるため、その影響率は 60 歳以上でよ

り高くなっています：DALYs の 4.1%、障害の下での生存年数の 11.3%、死亡損失年数の 0.9%を占

めています。GＢＤレポートにおける重要な点はサハラアフリカ（B5）を除く総ての発展途上地域にお

いて慢性的な非伝染性の病気が人の健康を蝕む主要原因に急速になりつつあるということです。

GＢＤレポートによると、アルツハイマー病を始めとする認知症は人生後期における障害発生の主要

原因となっています。特に高齢者は複数の慢性的な疾病を抱え易く、これらの疾病による複雑な相互

作用の中で生活活動上の困難性に繋がり、介護が必要（依存）になるのです。認知症は生活自立能力
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に対して重大な影響を及ぼす病気です。先進国では制度化された介護保険が広く行き渡っており、患

者に認識力低下の兆候があれば制度を活用した対応が行なわれ、身体障害による障害度の高い人々は

地域サービスを利用した在宅支援がおこなわれています。介護施設の入所者の 3/4 は認知症患者であ

り（C7）、総ての認知症患者のうち介護施設で暮らしている比率は 1/3（C7）から 1/2（C10,11）の間と推

定されています。

先進諸国における高齢者の施設入所状況に関連する文献は広範に渡っており、米国で行なわれた経度

77 度におけるコミュニティベース研究に関する統合分析（C12）では、認知障害は施設入所につながる

健康状態を判断する指標の 2.5 倍の高いリスクを持つ症状として扱われています。これと比較して、

癌による入所リスク（1.15）、高血圧（1.04）、糖尿病（1.35）は普通の指標として扱われており、ま

た心臓病、関節炎、肺病については入所リスクとの関連性は見られません。

低中所得国では入所看護サービスは一般的に利用できないため、介護は自宅で家族によりおこなわれ

ることになります。

生存期間延長と生活

障害の発生や死亡率について他の慢性疾病はまったく異なる影響を与えると思われます。心臓血管疾

患や癌は障害の発生よりもむしろ死亡率に対してより多く関連性をもっており(C2)、従い、これらの

病気に対する療法は生存期間をどれだけ長くするかということになります。認知症は病気による障害

と併せて生活してゆく期間に及んで影響が生じます。従ってその療法は障害の発生を予防するか遅れ

させ“その期間を生活できる”ようにすることとなります。実際問題としては、政治家や開業医がど

ちらの対策に資源を充てるようにするのか、そしてどう決定してゆくのかということが課題になりま

す。

この問題についての一つの国の事例があります。イギリスでは認知症についての保健対策よりも心臓

血管病や癌に対する保健対策に対してより多くの予算措置がおこなわれており、イギリス国家保健サ

ービス（NHS）の心臓病と高血圧に対する予算は 43 億ポンド（69 億ドル）と推定され、さらに 23

億ポンド（37 億ドル）が脳卒中対策に充てられています（保険協会）。イギリスでの癌対策の金額は

21 億ポンド（34 億ドル）（C17）と推定されていますが、この予算額は国際水準と比較すると低い数値

であり、米国の総保健予算の 40%（C17）に対してイギリスでは 10%となっています。最近のイギリス

認知症レポートによれば NHS の認知症対策予算はたった 14 億ポンド（22 億ドル）と推定されてい

ます。（C7）

慢性疾病に対する優先的な対策設定を判断するもう一つの指標は各々の疾病に対する研究努力の状

況を見ることです。米国の全国健康協会は 2008 年の研究予算のうち癌に 56 億ドル、心臓病及び脳
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卒中に 23 億ドル、そして認知症については 4 億ドルが充てられているとレポートしています。イン

デックス・メディカスに掲載されている研究文献を通じて国際的な研究状況についての情報検索がで

き、パブメド/メドラインで過去 10 年間の研究文献数を検索すると、癌に関するもの 701,876 件、心

臓病に関するもの 476,487 件、精神障害に関するもの 233,872 件、脳卒中 87,973 件、関節炎 64,080

件、そして認知症に関するものは 44,168 件となっています。

研究に対する努力（研究文献数）と死亡率（喪失生存年数）および障害発生（障害を伴う生存年数）

についての相関性は図 3 の通りです。障害を伴う生存年数に対する慢性疾病の影響と研究努力の間に

は明確に逆の相関性が見られます。障害を伴う生存期間のより長い病気に対してより少ない研究努力

しかはらわれていません。その反対に、喪失生存年数と研究努力の間には明確な比例相関関係が見ら

れます、つまり死亡率により多くの影響を及ぼす病気に対してはより多く研究努力がはらわれている

のです。

認知症の世界的なコスト

スウェーデン・カロリンスカ協会の研究グループは 2005 年における世界の認知症についてのコスト

推定を試みました（C25、C23）。年間コスト金額は 3,150 億ドルと推定され、その内 2,270 億ドル（世

界コスト全体の 72%）は高所得国で費やされ、880 億ドル（全体コストの 28%）は低中所得国で費や

されています。このコスト推定額の内訳は表 4 に表されています。公的な保健若しくは社会的な介護

サービスを十分に受けることのできない（C42）、資源の不十分な国々では制度外（家族）介護がより

一般的であり、制度外介護のコストは低所得国のコスト全体の 56%を占め、中所得国では 42%、高

所得国では 31%を占めています（C41）。そして認知症患者に対する年間コストは低所得国の 1,521 ド

ルから、中所得国 4,588 ドル、高所得国 17,964 ドルに及んでいます。

認知症の介護コストは低中所得国において急速に上昇しつつありますが（C23）、アルツハイマー病とそ

の他の認知症についての直接コストに関する情報が少ない低中所得国でのコスト算出には限度があ

ります。コストの上昇理由については以下のように報告がなされています。

・低中所得国における認知症患者数の急増

・制度外介護の機会コスト又は代替コストの算出に使用される平均賃金高の上昇

・いくつかの中所得国（C38）における保健関連経費の高騰
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低中所得国では認知症の経済的なコストを査定するための作業を行なうのに限度があります。この理

由はいくつかありますが、経験を備えた保健経済学者の不在、認知症に対する優先度が低いこと、そ

して認知症患者へのサービスレベルが低いことなどが挙げられます。しかしながら根本的な問題、利

用可能な情報自体が限られている点にあります。低中所得国において体の弱る高齢者のニーズが国の

保健及び社会介護予算の大部分を占めることになるとすれば、より多くの情報が緊急に求められてい

るのです。

介 護

世界中で、自立して生活することのできなくなった高齢者の介護は家族がその基礎となっています。

先進諸国では多くの国が包括的な保健制度や社会としての介護制度を備えており、家族の役割や、支

援に対するニーズに応えることができますが、開発途上国においては家族による介護制度への信頼性

や普遍性に対して過大な評価がおこなわれていることが多いのです（C18,19）。

認知症患者の全てがある程度の機能障害を経験していますが、このことは認知症患者の全てが介護を

必要としているということを意味するものではありません。10/66 研究グループの人口ベースの研究

で介護ニーズについてのインタビュー評価がラテンアメリカ、インド及び中国でおこなわれており；

認知症患者の介護ニーズ（CDR1 以上）について表 5 にまとめられています。ほとんどの国で、アル

ツハイマー病及びその他認知症患者のその 50～70%が要介護と評価され、またそのほとんどが“要高

介護”とされています。要介護度は認知症のレベルにより分類しており、30%が軽度認知症、69%が

中程度の認知症、そして 88%が高介護が必要となる重度認知症です。
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10/66 認知症研究グループではラテンアメリカ、インド及び中国（C21）におけるアルツハイマー病及

びその他認知症患者の 706 人の介護者を含んだ試験的な多角研究に取り組んでいます。ユーロケア調

査では 14 のヨーロッパの国々での 280 人の配偶者による介護を対象とした研究をおこないました

(C22)。この 2 つの研究における概ねすべての条件を考慮した結果、介護をおこなう者のほとんどが女

性であることが確認されています。ヨーロッパでは夫婦の 85%以上（片方がアルツハイマー病若しく

は認知症であれば、もう片方が介護者となる）が自分たちでの介護生活を過ごしています。一方、10/66

の試験的研究におけるアルツハイマー病若しくは他の認知症患者は大家族世帯で暮らしており、その

世帯の 1/4 から 1/2 は 16 歳以下の子供がいる三世代に及ぶ家族構成(C21)となっています。認知症患者

との暮らしとその介護者の特性については 10/66 研究グループのラテンアメリカ、中国及びインドの

11 地点の 1345 人の認知症患者を対象とした人口基準研究でも検討をおこなっています。一人暮らし

や配偶者のみのとの生活は極めてまれであり、通常、成人した子供や義理の子供と暮らしており、ま

た 16 歳以下の子供も一緒に生活をしています。しかしながら中国の都市部では認知症患者の 1/3 は

配偶者のみとの生活をしており、中国の地方部以外のすべての研究箇所において介護をおこなってい

る者の大多数は女性であり、通常は娘か嫁が親の介護をおこなっており、中国だけが主要な介護をお

こなう者として配偶者が定義されています。

高所得国を概ね対象とした 27 の研究をまとめた最近の研究文献（C23）で介護に費やされる時間につ

いての研究報告がなされています。アルツハイマー病及びその他認知症患者の介護者は日常性生活上

の支援（洗濯、着替、整容、排便、食事を含む）に１日平均 1.6 時間を費やしており、これに日常生

活上の代行的な支援（調理、買い物、クリーニング、家計管理など）に費やす時間を加えると 3.7 時

間となり、さらに全体的な管理支援も考慮に入れると１日当たりの平均的な介護時間は 7.4 時間と報

告されています。
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介護の影響

介護をおこなうことの否定的結果についても幅広い研究がなされています。しかしながら制度外の介

護をおこなっているほとんどの家族や友人たちは自分たちの役割に誇りを感じており、また肯定的に

捉えています。カナダでの認知症患者の介護者を対象とした全国サンプル調査によると、80%の人が

介護をおこなうことについて肯定的な回答をおこなっています(C24)。この回答の理由として、仲間意

識（23%）、充足（13%）、楽しみ（13%）、クオリティ・オブ・ライフの提供（6%）、有意義（6%）

といった理由が挙げられています。にもかかわらず、認知症患者を介護する人たちは高いストレス、

精神的不安定、場合によっては健康上の障害を経験しています。

米国の調査では認知症患者の家族及びその他のボランティア介護者の 40%以上が介護をおこなうこ

とで高い又は非常に高い精神上のストレスを感じています。興味深い点として、低中所得国において

は（C28）、大世帯の一員であることで、中心となる介護者のストレスが若干緩和されており、昔なが

らの大家族を通じた介護の支え合いが若干ではあるものの中心となる介護者を守っています；ヨーロ

ッパでのユーロケア・プロジェクトで見られたように介護者のストレスのレベルは全体的に高い状況

にあります（C22）。

多数の研究において認知症患者介護者の高い精神的不安定が報告されており、ユーロケア調査では

40%から 75%（C22）、10/66 の試験的研究では 24 対象のうち 21 対象において同様な状況が見られて

います(C28)。最近おこなわれた 10 件の研究結果では、認知症患者介護者の抑うつ病症状が多く報告

されており、診断結果によれば対象者の 15～32%が抑うつ病と報告されています（C29）。これらの研

究のうち 6 件での結果を見ると介護者の抑うつ病の発症率が 2.8～38.7 倍高くなっています。
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気づきと対応

オーストラリア、フランス、韓国、イギリスなどの国々では認知症が国の保健政策上の優先課題とし

て位置づけられ、その活動計画が始まっています。活動計画の主な内容は一般公衆と保健専門家に対

する認知症に対する認識度を高め：診断、治療及び介護保険サービスを改善し、認知症の拡大に対す

る保健制度能力の向上を図ることにあります。

ADI では認知症サービスの計画づくりと活用可能な資源の限定された国々における段階的な取り組

みアプローチのための７段階の活動モデル開発をおこないました。この活動モデルはすべての国の政

府が認知症患者とその介護者のクオリティ・オブ・ライフの向上に取り組むための具体的な取り組み

ステップとなるものです。

低中所得国における段階的アプローチについて表６に示しています。まず認識や理解の向上に力を注

ぎ、そこからリスクの低減と能力構築及び資源開発のための基本的な課題取り組みに進みます。サー

ビス開発についても副次的な介護サービスの前に基本的な介護サービスからスタートさせる方がよ

り適用し易く、また認知症患者とその家族にとってもより役に立つサービスとなります。このことは

ほとんど家族が受けることのできないような高額な施設サービスのニーズを減らすか、少なくとも導

入を遅らせることにつながります。保健介護のための予算が限定されている国々においては、より多

くの人々に最大限の効果を及ぼすことのできるサービスからスタートすることが必須です。
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認識向上への取り組みとサービス開発とは関係のないようにも見られますが、実際的には能力構築の

取り組みと並行した取り組みが必要です。というのは、認識レベルが上がれば保健及び介護サービス

レベルも何とか上げて行こうという欲求度も同じように高まることになります。基本的介護従事者の

能力向上においても、情報、アドバイス、訓練の提供を行うことが家族介護者の介護技術の向上につ

ながり、家族介護者のプレッシャーを少なくしてゆくことになります、最初のステップとして認知症

サービスの政策立案に取り組むことになります。

結 論

政策立案、計画策定及び保健福祉資源の配分に関する、現時点において最善と判断される活用可能な

基本構成を詳細推定資料内に提示しました。

高所得国ではアルツハイマー病又はその他認知症患者数は引き続き増加してゆき―特に高齢者の中

でも後期高齢者に顕著となります。アルツハイマー病又はその他認知症患者の家族介護者へのニーズ

に対応できる支援メニューを含む介護保険制度への準備と予算の確保はその緊急さを増しつつある

政治的優先課題と考えます。急速に増大する体力が落ち自立できなくなる高齢者のニーズに対応でき

る保健及び社会的介護制度の構築は低中所得国の政治家にとっての重要な課題となってゆきます。

人口構成の変化と認知症の及ぼす影響の増大に対する認知症サービスの改善をおこなうための緊急

対策は各国政府における必須の課題です。国際アルツハイマー病協会が提唱する認知症サービス計画

づくりと認知症サービス開発のための段階的アプローチの7段階モデルはこの課題を可能とするため

のフレームワークとなります。また WHO は認知症を世界の保健政策上の優先課題とするために各国

政府が必要な取り組みをおこなうように働きかけをおこなうリーダーシップを発揮する必要があり

ます。

もし、各国において本レポート内容を念頭においた正しい政策立案がなされ取り組み計画の策定がお

こなわれるならば、高齢者を対象とした国の資源配分の必然的なシフトがおこなわれ、認知症が及ぼ

す結果を緩和することに繋がります（B1）。先進西欧諸国における疾病率や死亡率のパターンが予測さ

れたように推移するならば、アルツハイマー病及びその他認知症の蔓延率も同様に推移してゆきます。

また予想蔓延率に変化が生じないとするならば、開発途上地域におけるアルツハイマー病及びその他

認知症患者数の増加率は極めて過少評価されている恐れがあります。

アルツハイマー病及びその他認知症への介護の質と活用性を改善するための努力と、より効果的な治

療法発見努力は基本的な予防対策に関する緊急予算対応と併せて一体となって取り組まれるべきで

す。アルツハイマー病及びその他認知症のリスク要因を緩和させるための要件を求めてゆくより多く

の研究活動が必要とされています。一方、基本的な予防対策としては現在明らかになっている要因：

高血圧、喫煙、糖尿病及び高脂血症を含む心臓病のリスク要因に焦点を当てた取り組みをおこなうべ

きです。

将来方針

アルツハイマー病及びその他認知症の発症と蔓延状況に動きを監視してゆく世界各地域での取り組

み努力が必要です。推定数値については現時点での数値を基準として、ADI が発行するレポートによ

る定期的な情報更新をおこなってゆきます。アルツハイマー病及びその他認知症の世界レベルでの発

症と蔓延状況についてのより詳細なレポートは今回情報収集のできなかった地域からの情報入手に

より明確にしてゆきます。
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資 料

研究の透明性及び国際的科学連携の観点から、本レポートに関する資料は、研究内容抜粋及び蔓延デ

ータのデータファイルについても www.alz.co.uk/worldreport で検索することができます。

2009 年世界アルツハイマーレポートの資料付き完全版～本レポートはその集約版となりますが～に

ついても www.alz.co.uk/worldreport で見ることができます。

低・中及び高所得国の定義

世界銀行が主に使用している経済分類上の基準は国民総所得（GNI）であり、以前は国民総生産（GNP）

が基準となっていました。

・地理上の地域：地理上の地域についての分類及びデータレポートは低所得及び中所得経済国のみを

対象としました。低所得及び中所得経済国は開発途上経済国とみなされる場合がありますが、所得

分類上では必ずしも開発途上経済国分類が反映されていません。

・所得グループ：2008 年国民総所得に従って各国経済力を以下のグループに分類しました。所得分

類は毎年 7 月 1 日付けでおこなわれています。

－低所得：$975 以下

－低い方の中所得：$976～＄3,855

－高い方の中所得：$3,856～＄11,905････････････････････････････････

－高所得：＄11,906 以上

包括分析における世界の病気負担地域：（6 頁参照）

・アジア －オーストラリア

－アジア太平洋、高所得

－東アジア

－南アジア

－東南アジア

・ヨーロッパ －西ヨーロッパ

・アメリカ大陸 －北アメリカ

－ラテンアメリカ（4 地域）
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