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2022年6月26日
認知症の方の未払い行動を
考えるシンポジウム（福岡県）
なかまハーモニーホール

の び の び と



「いつものあそこに、行きたい」

「あの人に会いに、行きたい」

「大事な用を足しに、出かけなけ

れば」

「気晴らしに、ちょっと出かけた

い」

「いつものお店に、ちょっと行ききたい」

「今日は暑いから、冷たいビールを買いたい・・・」

「息子の好物を自分で買って、よろこばせたいな」

などなど

外に出かけたい・・・

買い物をしたい・・・

誰にでもあるあたりまえの望み

そして望みは、ひとりひとり、様ざま



認知症になってからも

◆自分の望み（外出、買物、その他）を
あきらめずに、自分の力でかなえるために

★希望をかなえるヘルプカードを



認知症になってからも

◆自分の望み（外出、買物、その他）を
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★希望をかなえるヘルプカードを

・2010年頃から、本人が独自にヘルプカードを作成・活用し始めた。

➡使い始めていた本人をみて、徐々に広がるがまだごく一部。

・2011年から障害者用のヘルプカードが普及されつつあるが、

認知症の本人には使われていない、本人が使いやすいものが必要。
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2021年度 全国調査と試行調査を実施。
厚労省老健事業「認知症の人の希望を叶えるヘルプカードに関する研究事業」

認知症介護研究・研修東京センター

・2010年頃から、本人が独自にヘルプカードを作成・活用し始めた。

➡使い始めていた本人をみて、徐々に広がるがまだごく一部。

・2011年から障害者用のヘルプカードが普及されつつあるが、

認知症の本人には使われていない、本人が使いやすいものが必要。



令和3年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業

認知症の人の希望を叶えるヘルプカード等に関する調査研究事業
認知症介護研究・研修東京センター

目的
実態及び施行調査を踏まえて、認知症の本人に役立つヘルプカードを
開発し、着実に普及・利用促進していくための資材をつくる。

①都道府県 47 （100%）

②市区町村 1,121 (64.0%)

③認知症地域
支援推進員

3,086 (44.2%)

④認知症疾患医療
センター

連携担当者等
２６４ （54.1％）

１．全国の実態調査

２．認知症の本人とともに
試行調査（全国9地域）

３．資材の作成
・カードのひな型
・本人用リーフレット
・スタートガイド
・動画
・広報用チラシ

内容

★大綱では、「ヘルプカード」を2025年までに普及・利用促進することとされています。



＜１．全国調査の主な結果＞

１

道迷いや出先で不自由tがある実例
が高率

推進員 医療センター

◆道迷い等 82.1 92.1
◆スーパー等 66.5 87.1
◆交通機関で 52.4 77.8
◆外出を止めら 57.2      81.7
れている

２

３

認知症の人がヘルプカードを使用する
ことを「知らなかった」

・都道府県 19.2
・市区町村 48.8
・推進員 59.6
・医療センター 46.4

４

カード推進の必要性が高い
*多角的に
◇自らの力で社会参加続けるために
◇家族が安心して送り出すために
◇住民や店等が本人や望みに気づく
ため必要

◇トラブルや行方不明を防ぐために

4者とも、各項目とも9割前後が必要

認知症の人がヘルプカードを
使用している実例はきわめて少数

・都道府県 6.4
・市区町村 3.3
・推進員 2.4
・医療センター 1.９

% 



＜ ２．本人とともに試行調査を実施（9地域） ＞

●多様な立場の人と試行を実施【地域】

 認知症疾患医療センター 【千歳市、広島市】

 行政・地域包括支援センター（直営） 【藤枝市、御坊市、釧路市】

 地域包括（委託） 【京都市】

 介護支援専門員 【飯島町】

 介護事業者 【北見市、胎内市】
（サ高住・グループホーム等）

2021年8月～2022年2月 試行6か月間 （ ⇒継続）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に、全国9地域で実施した本人とともに行われた試行調査を実施した際のポイントとステップです。試行の際のポイントは、1人の利用者をそれぞれのペースで、丁寧にチームで伴走すること。1人の利用を、本人のよりよい利用や、次の1人の利用につなげたり、地域への普及に活かすこと。として、0～４までの5つのステップで試行を実施いたしました。例えば、準備段階として、ステップ０　関係者間で話し合い、目的と方針を共有すること次にステップ１　　日常の業務の中で、本人といっしょに生活とカードについて話し合うことステップ２　　本人が自分にあったカードを、楽しく、一緒に作ってみることステップ３　　本人が使ってみることステップ４　　見直しと改良を本人といっしょに行うこと　です。以上が、ヘルプカードの試行時のポイントと5つのステップです。



希望をかなえるヘルプカード

＊本人が望んでいること（やりたいことや続けたいことなど）を、
安心してスムーズにできるために、本人が使う。

＊周りの人に自分が望むことや、ちょっとわかってほしいこと、
お願いしたいことを書いておき、必要な時にだけ見せて使う。



希望をかなえるヘルプカード

＊本人が望んでいること（やりたいことや続けたいことなど）を、
安心してスムーズにできるために、本人が使う。

＊周りの人に自分が望むことや、ちょっとわかってほしいこと、
お願いしたいことを書いておき、必要な時にだけ見せて使う。

◇取組み（試行）のステップ:非常にシンプル。プロセスを丁寧に

ステップ０ 関係者間で、目的と方針の共有

ステップ１ 本人が望む暮らし（続けたいこと、やりたいこと、行きたいところ等）と

そのために不安なこと、必要なことについて、ざっくばらんに話し合う

ステップ２ 本人が自分にあったカードを、楽しく、いっしょに作ってみる

ステップ３ 本人が使ってみる

ステップ４ 使ってみながら、見直しと改良をいっしょに、繰り返す。



参考 「希望をかなえるヘルプカード」希望をかなえるヘルプカード

＊どこで使いたいか、何を書くか、「認知症」と書くかどうか、などを
本人が考えて、自分で選んで、使ってみることを、周りが後押しします。



試行調査（6か月）の結果：抜粋

◆１ 多様なステージの本人が、カードに関心を持ち、利用できた。

・診断前～診断直後・初期～中等度～重度

・在宅生活～サ高住～グループホーム

・40代～



試行調査（6か月）の結果：抜粋

◆１ 多様なステージの本人が、カードに関心を持ち、利用できた。

・診断前～診断直後・初期～中等度～重度

・在宅生活～サ高住～グループホーム

・40代～

◆２ 地域の多様な場を活かし、多様な職種が、本人の利用を促進できた。
・医療機関（看護師、PSW、関係者)

・地域包括支援センター（３職種）、在宅医療・介護連携センター

・（主任）介護支援専門員

・デイサービス、サ高住、グループホーム

・集い場： ・病院内の本人の交流会

・本人ミーティング、

・認知症カフェ

・地域食堂

＊認知症地域
支援推進員

＊認知症介護
指導者



◆３ カード利用の理由や使いたい場面は、一人ひとり多様



・お店等で、認知症らしい人が増えていて切実。

・本人がカードを出してくれると、必要なことがすぐわかり、的を射た関わり

ができ助かる。

・人手不足。新人やパートさんも、カードをだしてもらえば対応できる。

・本人によろこばれて、職員・店側もうれしい。

・お客が通い続けてくれることは今後重要（収益の確保につながる）。

◆ ４ 本 人 が 行 き た い 地 域 の お 店 等 は 、 非 常 に 前 向 き ・ 協 力 的

・コンビニ、スーパー、小売店

・金融機関、郵便局

・交通機関（タクシー、バス、鉄道等）

・病院や役所等の窓口

・病院の売店

・スーパー銭湯、観光施設 など



◆５ 取組み始めると、短期間（1～6ケ月）で本人に変化・メリットが生まれた



◆ ６ 取 組 み 始 め る と 、 家 族 に も 変 化 ・ メ リ ッ ト が 生 ま れ た





取組み例

ATMでゆっくり操作したい。明細書で確認したい。働きつづけたい。

本人の思い・望み

静岡県
藤枝市

本人 ●62歳 男性 B型就労継続支援事業所勤務

一緒に 〇行政の認知症地域支援推進員

きっかけ

＊毎日カードを首にかけて外出。
カードがあるのとないのでは
暮らしやすさが違う。

＊使う場面が、どんどん広げっている。
見せると、町の人たちは
みんな親切！

 ＡＴＭ操作で時間がかかり後ろの人に
舌打ちされ焦った

 利用明細書を発行できないまま
 悔しい

 働きたい。とにかく仕事がない生活が
耐えられない！

 認知症だからといって、全てができない
わけでない。
できないところはヘルプを出すから、
その時は助けてほしい。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
これは、静岡県藤枝市の持ちたいヘルプカードの実践例です。本人と行政の推進員さんが、一緒にヘルプカードに取り組んだ例です。切っ掛けは、ＡＴＭ操作で時間がかかり後ろの人に舌打ちされて焦ったこと、利用明細書を発行できないままとなり悔しい思いをしたことでした。本人の思いや望みは、働きたい。認知症だからといって、全てができないわけでない。できないところはヘルプを出すから、その時は助けてほしいということでした。そこで、ヘルプカードに取り組むプロセスと工夫では、本人同士の集まりでヘルプカードを使っている本人に出会い、活用場面を紹介してもらったことがきっかけとなり、悔しい思いをした時に、ヘルプカードがあれば、後ろの人に“ちょっと待って下さい”と伝えられたかもしれない。と気づいたことでした。写真は、実際に、本人が首にかけて活用しているヘルプカードです。



◇希望をかなえるヘルプカードの作成・活用過程を通じてみえてきたこと

＜カードの使用前＞

本人
◆自分なりの望みやまだできる力、家族以外のつながりがある
（続けたいこと、やりたいこと、行きたいところなど）

◆望みを言えないでいる。聞いてもらえてない、わかってもらえない、
◆自分の力、自分自身がどんどん失われていく（悔しい、悲しい、あきらめ）



◇希望をかなえるヘルプカードの作成・活用過程を通じてみえてきたこと

家族
◆１ 「本人の安全は家族が守らねば」

◆２ 「周囲や地域に本人が迷惑を
かけないように家族が本人を
みていなけれなならない」

◆３「本人の外出は家族が決めるのが
あたりまえ（日常化）」

（一人外出させない、同伴時のみ）

本人の希望や自由、自律・自立より

周 囲 の 目 ・ 意 識 を 優 先

役割・責任のプレッシャーを
感じている

軋轢・ストレスが日常的、悪循環

＜カードの使用前＞

本人
◆自分なりの望みやまだできる力、家族以外のつながりがある
（続けたいこと、やりたいこと、行きたいところなど）

◆望みを言えないでいる。聞いてもらえてない、わかってもらえない、
◆自分の力、自分自身がどんどん失われていく（悔しい、悲しい、あきらめ）



◇希望をかなえるヘルプカードの作成・活用過程を通じてみえてきたこと

家族
◆１ 「本人の安全は家族が守らねば」

◆２ 「周囲や地域に本人が迷惑を
かけないように家族が本人を
みていなけれなならない」

◆３「本人の外出は家族が決めるのが
あたりまえ（日常化）」

（一人外出させない、同伴時のみ）

＜カードの使用後＞

本人
◆自分なりの望みや家族以外のつながり、まだできる力がある

（続けたいこと、やりたいこと、行きたいところ

◆聞いてもらえない、わかってもらえない、

（小さな）
望みを
実現

（小さな）
望みを
発信

喜び
自信・誇り
自律/自立
自由・開放

希 望 の 両 循 環

家族だからと
本人のことを

決めなくていい
決めてしまっては

いけない

地域の人たちと
一緒だと

本人が喜ぶ
元気になる

家族だけでなく、
地域の人たち

に頼って
いいんだ

住民・企業等

地域社会

希望をかなえる
ヘルプカード

専門職

本人の希望を
一緒にかなえよう

地域で支えあう
理解者・仲間が

いる

認知症であること

を隠さなくていい

時代なんだ



老人クラブの本人
と地域密着型サービス
の職員+包括が

これからに備えたい 買物し妻を支えたい 仲間と出会って地域で楽しく暮らしたい 道に迷わす買物したい タクシーに乗りたい 銀行で自分がしたい

ステージ：元気：疑い 診断直後・軽度 中度 重度

再就職して
働きたい

★本人と関係者が望みを語りあい、本人によるカードの活用が広がっています。

診断前～診断直後～自宅生活～入施設等に居後～ 様々なステージで活用可能！

免許返納しても
地域で自分なりに

自宅 サ高住 グループホーム・施設

疾患医療センターで
告知を受けた本人と
センターの職員、
在宅医療介護連携
センターの職員が

デイケアの本人たち
と病院ナースが

本人ミーティング
に集う本人たちと
地域支援グループ
+ケアマネージャー
が

道に迷う本人と
包括職員（推進員）と
ケアマネージャーが

タクシーで住所
が言えない本人
と介護職員が

銀行で手続きした
い本人と介護職員
が

診断直後、面鏡返納
に悩む本人と
ケアマネ（息子）が

若年性認知症の本人
と行政の推進員が

「希望をかなえるヘルプカード」を、本人が人生を自分らしく生ききるパスポートに
＊本人発信・社会参加・多職種協働⇒地域共生を一体的に進めるツールとして

とてもいいこと！
北洋銀行全店で
4月から取り組み
ます！

★自分の暮らしを続けるために、自分が決める。使いながら工夫を重ね、町の暮らしを広げていく



★思い浮かぶ人がいませんか？

＊一人とともに「希望をかなえるヘルプカード」の活用・普及を

・ちょっといっしょに：楽しく！

➡一人の成功体験が、次に続く人の大事な呼び水になる

・直接活用せずとも、機会をとらえて周囲に伝えよう

＊認知症カフェ、地域の集まりで。介護事業所、医療機関で。

＊あなた自身が、
自分のこれからのために、作って、持ち歩いてみませんか？

＊取組や工夫、アイディア、質問等を、どうぞお伝えください。



希望をかなえるヘルプカード
スタートガイド2021
※A4版、
※８つのチャレンジレポート付き

希望をかなえるヘルプカード
持って安心！ 使って便利！

※本人等への周知・導入用の
リーフレット

※A4版（裏表） 三つ折り

カードのサンプル（ひな型）

よく使われる内容をもとにした記入例

白紙（マーク無し） 白紙（マーク入り）

記入用カード

広 報 用 の 動 画 （ 5 分 ）広報用のちらし （A4版）

希望をかなえるヘルプカード

★あくまで道具：本人が自分の望む暮らしを続けるいくことがねらい。
使いながら、小さな望みを大切にしあう仲間、理解者を
まちの中で一人、また一人と広げていきましょう。



いくつであっても、認知症いなってからも、
買物を楽しみ続けられるくらしとまちを、いっしょに



実際に本人が作って、使ってみよう（そのあと押しを）

●一緒に暮らしを思い浮かべてみよう、何気なく話しあってみよう

❶自分が続けたいこと、やりたいこと、行きたいところは？

❷そのための不安、ヒヤリとする、困ることは？ 場面、内容は？

❸周りにわかってほしいこと、お願いしたいことは？

＊非常にシンプル！ふだんの関わり、ケアのプロセスの中で

●カードに書いてみよう

●持ち方・出し方を工夫しよう

＊カードは身近で入手できるもので可
・DCネットのカードを印刷して利用をどうぞ。
・市町村が独自のカードを配布している場合
その利用もどうぞ

使う場面で、どうするとすぐ出しやすいか。
・ネームホルダー
・カバンにつける
・財布等の中 他

❸➡ 記帳のやり方を教えて下さい

❶➡ 通帳の残高を
自分で確かめたいです。
（私は認知症です）

＜実例：カードの中身が肝心＞

＜カードの表面の例：本人が持ちたいものを＞

記入は本人が選ぶ
認知症と書いた方がわかって
もらいやすいという人もいる



きっかけと後押しがあれば、活用したい・できる本人が

どの地域にも、身近にいる！

動画（5分30秒）

まずは、認知症の本人たちの声と姿をご覧ください。
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