
あんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイドあんしんガイド
～認知症の心配ごとができたら読む本～

もしかして認知症もしかして認知症

　このガイドブックは認知症についての正しい知識と、もしもご自身やご家族、ご友人などが認知症にな
った時に、その症状に合わせて筑西市で利用できるサービスや支援についての情報をまとめたものです。
　この一冊が認知症への不安を軽減させ、住み慣れた地域で安心して生活していくために、少しでもお
役に立てれば幸いです。
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認知症を正しく理解しましょう
認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です

　年をとれば誰でも、“もの忘れ” をするようになりますが、認知症は『加齢によるもの忘れ』とは
違います。何らかの原因によって脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりすることにより、
日常生活に支障をきたす状態のことをいいます。原因となる脳の病気や脳のどの部位が障害を受
けるかによって、さまざまな種類や症状があります。

　加齢によるもの忘れは体験の一部を忘れるため、ヒントがあれば思い出すことが出来ます。
認知症は体験したこと全体を忘れてしまうため、思い出すことが出来ません。

東京都健康長寿医療センター
厚生労働省老人保健健康増進等事業報告書２０１７を元に編集

認知症疾患医療センターの新規外来受診患者の
診断名別割合 （認知症疾患の患者総数 23,484 人）

アルツハイマー型
認知症
58%

脳血管性認知症
7%

レビー小体型
認知症　7%

その他 11%
前頭側頭型認知症

（ピック病）3%

軽度認知障害（ＭＣＩ）
　　 14%　　P.5

アルツハイマー型認知症
　脳が委縮して全体的に機能が低下していきます。
　記憶障害が著しく、新しい
ことが覚えられなくなるのが
特徴です。

症状や傾向
女性に多い
同じことを何度も聞く
物盗られ妄想がでやすい

脳血管性認知症
　脳梗塞や脳出血などの病気で、病変部分の脳
細胞の働きが失われることで
発症します。
　脳の障害を受けた部位に
よって、出現する症状は異な
ります。

症状や傾向
男性に多い
片麻痺や言語障害などが現れる
意欲が低下しやすい

レビー小体型認知症
　脳にレビー小体というタンパク質の一種が蓄積
することで発症します。
　初期に生々しい幻視（ない
ものがあるように見える）が
現れます。

症状や傾向
頭がはっきりしている時とそうでない時の差が激しい
夜中に寝ぼけて大声を出す
手足の震えや筋肉の硬直がみられる

前頭側頭型認知症（ピック病）
　脳の前頭葉や側頭葉が委縮して発症します。
　若年期（６５歳以下）に発
症することが多いと言われて
います。
　記憶は比較的保たれますが、
人格の変化が強く現れます。

症状や傾向
同じ時間に同じ行動を繰り返す
興味や関心が薄れやすい
万引きなどの反社会的行動をしてしまう

加齢によるもの忘れと認知症の違い

認知症の主な種類と症状

もの忘れ 認知症
体験の一部を忘れる 体験全体を忘れている

例）食事をしたこと自体を忘れてしまう。
　　また、忘れたことを自覚できない。

例）食事をしたことは覚えているが、
　　献立が思い出せない。

？
朝食は

何を食べたっけ？
朝ごはん

まだ？

☆出来事そのものを忘れてしまうのが認知症です
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早期発見・早期受診が大切です

気になる症状（いつごろから）

日常生活での困りごと

治療中の病気

飲んでいる薬

これまでにかかったことのある病気

食欲

睡眠の状況

気づいてください認知症のサイン
　認知症の始まりではないかと思われる言動の一例です。
医学的な診断基準ではありませんが、“以前と比べて” 気になることがあるか参考にしてください。

　認知症は早期に発見し治療することで、進行を遅らせたり症状を軽くすることが期待できます。ま
た、認知症と思っていても別の病気のこともあります。自己判断せずに、まずは主治医（かかりつけ医）
に相談してみましょう。 
　しかし、家族などが受診を勧めても本人が嫌がる場合があります。そのような時は家族だけでも
医療機関や地域包括支援センターなどの相談窓口で相談をすることができます。

認知症治療には
「薬を使う治療（薬物療法）」と
「薬を使わない治療（非薬物療法）」があります。
非薬物療法には
回想法・音楽療法・アロマテラピー等があります。

早期受診が大切なわけ

軽度認知障害（MCI) の発見と対処が重要です
　急に認知症になることは少なく、その前段階に『軽度認知障害（MCI)』と言われる状態があります。
何となく “以前と比べて” もの忘れが気になり始めたり、意欲が低下することがありますが、日常生
活に支障をきたす程度ではありません。
　この段階で治療や認知症予防を行えば、認知機能の低下を最小限に抑えられることが近年わかっ
てきました。

●もの忘れが増えてきた

●どうも、うまくいかない

●気持ちが不安定になった

●意欲がわかない

ポイント
あらかじめ相談したいことや
日頃の様子などをメモして
おくことをお勧めします。

治療や予防をした場合

アルツハイマー型認知症の進行の例（イメージ）

度
軽

度
等
中

度
重

何も治療しない場合

時間の流れ

い
合
度
の
状
症

薬の飲み忘れが増えた
同じことを何度も言ったり聞いたりする
いつも探し物をしている
約束の時間や場所を間違える 
財布や通帳などを盗まれたと人を疑う 

会計の際、支払いに手間取る
テレビ番組の内容が理解できなくなった
運転のミスが増える
料理などの手順がわからなくなる

ひとりになると怖がったり、寂しがったりする
些細なことで怒りっぽくなった

「頭が変だ。」と訴える
性格が変わったようだ

身だしなみをかまわなくなった
趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
何をするのも億劫になった
理由もなく気分が落ちこむ

また同じ話…
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認知症ケアパス 認知症ケアパスとは、認知症の症状に合わせて利用できるサービスや支援についての情報をまとめたものです。

相談窓口

本人・家族支援

医　療

生活支援
・見守り

一人暮らし
または

高齢者のみの世帯

権利擁護

予　防

介　護

住まい

地域包括支援センター
認知症カフェ・認知症の人と家族の会

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業
かかりつけ医・認知症サポート医・認知症疾患医療センター  

訪問看護・訪問薬剤師・訪問歯科
訪問診療

民生委員・認知症サポーター
高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク事業

まごころ在宅福祉サービス
運転免許自主返納者支援制度（タクシー助成券及びのり愛くんまたは筑西市バス共通お試し乗車券交付/運転経歴証明書交付手数料助成）

☆『在宅療養ガイドブック』をご活用ください。

紙おむつ支給：要介護３以上（在宅の方）
はいかい高齢者家族支援サービス（徘徊探知機貸与・おかえりマーク交付）

救急医療情報キット
◎緊急通報装置
配食サービス
◎愛の定期便（週 2 回乳酸飲料無料配達）
◎日常生活用具給付事業（電磁調理器給付）

日常生活自立支援事業（日常的な金銭管理・福祉サービスの利用援助）
成年後見制度（家庭裁判所が後見人等を選定、財産管理や生活・医療・介護などに関する契約や手続きの代行）

通いの場・集いの場 ( 介護予防体操教室・生きがいサロン・生きがい講座・高齢者学級等 ) 

☆『みんなのあんしん介護保険』をご活用ください。

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）
デイサービス・ヘルパー

通所リハビリ・短期入所 （ショートステイ)
訪問リハビリ・訪問入浴
福祉用具貸与・購入
小規模多機能型居宅介護 （通い・訪問・泊まるを一か所の施設で利用可能）　

介護タクシー：要介護 1 以上
住宅改修

※施設によって入所の要件が異なります。
ケアハウス

特別養護老人ホーム : 要介護 3 以上
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

介護老人保健施設 : 要介護 1 以上

健　康 あれ ? もの忘れかな
（気づき MCI）

そろそろ見守りが必要
（中等度）

手助け・介護が必要
（重度）

常に介護が必要
（終末期）

症状の進行に合わせて受けられる主なサービス

ご本人の様子
（症状や行動）

（気持ち）

ご家族の方へ
（気持ち）

ケアのポイント

●探し物が増えた
●同じことを繰り返し聞く
●片付けが苦手になる
●外出が億劫になる
●趣味や日課をやめてしまう

認知症の症状は原因
となる病気や生活環
境により人それぞれ
異なります。

病気への理解が症状
の現れ方や今後の生
活に大きく影響しま
す。

認知症サポーター養
成講座等で認知症の
理解を深めましょう。

ひとりで抱え込まないで
身近な人には認知症の
ことを伝えて理解者や
協力者を作りましょう。

頑張りすぎないで
認知症カフェや家族の会な
ども上手に利用しましょう。

ご自身のお体も大切に

●小銭で払うのが苦手になる
●物を盗まれたという
●同じものを買ってくる
●約束や予定を忘れる
●料理の段取りや金銭管理に支障 が出る

●薬の管理が出来ない
●たびたび道に迷う
●火の消し忘れがある
●季節に合った服が選べない

●食事・トイレ・入浴・着替え　
などが一人では難しくなる
●食べ物でないものを口にする
●日にちや季節がわからなくなる

●言葉による意思表示・理解が
困難になる
●表情が乏しくなる
●自分で食事が出来なくなる
●歩行が困難になる

気 づ き ～ 相 談
早期に受診や相談をする
ことで、今後に備える
ことができます。

介 護 保 険 の 申 請 等 サービスの利用 ど う 看 取 る かさらなる介護方針の見直し
元気なうちにエンディング
ノート等を活用し、ご本人の
意向を確認しておきましょう。

合併症をおこしやすくな
ります。体調の管理にも
気をつけましょう。

なんとなく
おかしいと
不安になる

出来ないこと
ばかりに目を
向けないで

もっと私の
話を聞いて

感情は
なくならない

混乱・拒絶
自分だけがなぜ

介護の疲れ

割り切り・受容
ご本人との

時間を大切に

否定
そんなはずがない

歳のせい

もの忘れがあっても
何とか生活できる （軽度）

☆『高齢者支援のしおり』をご活用ください。 
※サービスによって利用条件が異なります。 ◎原則一人暮らし

☆『あなたの近くの通いの場・集いの場』をご活用ください。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）：要支援2以上で認知症の診断を受けた方

もしも認知症になった時の道しるべ 　この表は、アルツハイマー型認知症の場合を中心に、本人の症状の変化や知っておきたい情報などを記載しました。
症状には個人差があり、すべての方にあてはまるものではありませんが、今後を見通す参考にしてください。

P.10、11 相談窓口参照

気になることがあったら、まずはご相談ください

おかえりマーク
防水反射材

アイロンシール
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認知症の人への接し方 認知症サポーター養成講座

認知症初期集中支援チーム

人としての感情・心は失われない！！
　認知症の人は不安や孤独を感じ、大きなストレスを抱えています。 
誤った対応は心を傷つけ、混乱を招いてしまうこともあります。
認知症の人の気持ちや行動への理解が必要です。

自分のため、みんなのために
　筑西市では、まちづくり出前講座として『認知症サポーター養成講座』を
開催しています。
　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の人や
その家族を温かく見守る応援者（サポーター）のことです。市内にお
住いの方、通学・通勤されている方ならどなたでも受講できます。
　受講後は、サポーターの証として『サポーターカード』をお渡しします。
講座のお申し込み・お問い合わせは、高齢福祉課までご連絡ください。

☆認知症支援の強化を図るため、認知症の専門知識をもつ医師（サポート医）・保健師・社会福祉士
などで構成された専門職のチームが活動しています。

サポート医

地域包括支援センター

社会福祉士・保健師など 本人・家族・民生委員
知人・ケアマネジャーなど

かかりつけ医など
認知症疾患医療センター

（鑑別診断）

介護サービスなど

訪問

相談

連携

連携

連携

連携

認知症初期集中支援チーム

　これまで当たり前に出来ていたことが出
来なかったり、失敗したからといって怒らな
いで下さい。
　失敗を責めずに、「大丈夫だよ」「心配い
らないよ」などと、安心できる言葉をかけ
て下さい。

　どんなに丁寧に教えたとしても、新しい
知識を記憶することは困難です。
　無理やり理解させようとしても、それは
本人にとって『嫌な感情・体験』として、
いつまでも心に残ってしまいます。

　一度に２つの話をすると
認知症の方は混乱してしま
います。出来るだけ簡単な
言い方で短く伝えましょ
う。

　幻想や妄想だと気づいても、その訴えは
しっかりと聞くことが大切です。
　事実と異なることを言っていても否定せ
ずに、ご本人の主張として受け止めましょ
う。そのうえで事実をやさしく伝えてみま
しょう。

（例）「雨が降りそうだから傘を持って車で
　　　いきましょう」

　　⇒「雨が降りそうですね」　
　　　「傘を持ってきてください」　
　　　「車でいきましょう」 

認知症の人へのケアのポイント

失敗を責めない 教えようとしない

頭ごなしに否定しない 簡潔に伝える

ご本人に安心感が
生まれます

ありがとう
の一言　

家族の一員・
役に立っている

認知症についてお悩みの人は、地域包括支援センターにご相談ください。
　P10・11　相談窓口をご覧ください。

必要に応じ、チーム員（介護と医療職 2 人体制）がご自宅に訪問し、
認知症の程度の把握や情報提供などを行います。

認知症サポート医の助言を踏まえながら、適切な支援に繋げます。

支援の
流れ

筑西市

筑西市
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認知症の相談窓口 
認 知 症 に つ い て 知 り た い

携

連

連携

　主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師などの専門職が
高齢者の日常的なお困り事やご相談をお受けいたします。

認知症かもしれない 認知症の家族や知人のことで相談したい

かかりつけ医

認知症サポート医
かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役
認知症初期集中支援チームへの助言

認知症疾患医療センター

三岳荘小松崎病院
☎ 0296－24－2410
月～金曜日９時～16時まで

認知症の人と家族の会 茨城県支部
牛久市中央3－15－1

（牛久保健センター隣り）

☎ 029－828－8089

筑西警察署免許窓口係
☎ 0296－24－0110

茨城県警察運転免許センター
☎ 0292－93－8811

筑波大学附属病院
認知症疾患医療センター

つくば市天久保2－1－1
☎ 029－853－3645

各地区でつどいを実施しています。
詳しくはお問い合わせください。

電話相談専門ダイヤル

☎ 029－828－8099
月～金曜日 13時～16時まで

電話相談無料ダイヤル

☎ 0800－100－2707
　月～土曜日10時～15時まで

☎ 0120－294－456
（通話料無料）

月～金曜日 10時～15時まで

＊65才未満で発症した認知症を『若年性認知症』といいます

 地域包括支援センターなかだて

専門医療相談・鑑別診断が受けられます。
まずは、電話にてご予約ください。

若年性認知症＊に関する相談若年性認知症＊に関する相談

運転免許に関する相談・返納について運転免許に関する相談・返納について

☎ 0296－38－0680

筑西市役所
保健福祉部高齢福祉課

下館・竹島・養蚕・中地区（中舘）筑西市中舘266－2

☎ 0296－24－2111（代表）
筑西市丙360番地

 地域包括支援センターまごころ
筑西市藤ヶ谷733－４関城窓口

筑西市新井新田41－２明野窓口

筑西市久地楽237－７

☎ 0296－49－9888

☎ 0296－52－8552

☎ 0296－57－3668
協和窓口

担当圏域

 地域包括支援センターしらとり

☎ 0296－45－7616
伊讃・川島・五所・中（中舘除く）・
河間地区

筑西市上平塚743－５
担当圏域

 地域包括支援センターえがお

☎ 0296－45－6882
大田・嘉田生崎地区筑西市二木成1669－１
担当圏域

関城・明野・協和地区
担当圏域

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

3645
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認知症への不安を抱えているご本人へ・ご家族の方へ

全てわからなくなる。何もできない。
そんなことはありません。
まだまだ出来ること、やりたいことはたくさん
あるはずです。
あなたを支えたいと思っている人は大勢います。
どうか不安を一人で背負わないでください。

決して悩みを一人で抱え込まないでください。
同じ想いをもつ仲間がいます。
心の内を話すだけでも、きっと気持ちが楽に
なるはずです。
あなた自身のことも大切にしてください。

ご家族の方へご本人へ

関係（　　　　　　　　　）

名前

住所

☎

わ た し
名前

住所

☎

関係（　　　　　　　　　）

名前

住所

☎

関係（　　　　　　　　　）

名前

住所

☎

関係（　　　　　　　　　）

名前

住所

☎

関係（　　　　　　　　　）

名前

住所

☎

ケアマネジャー

名前

☎

利用しているサービス（デイサービス、ヘルパーなど）

事業所名

☎

事業所名

☎

事業所名

☎

かかりつけ医

名前

☎

受診している病院

名前

☎

名前

☎

名前

☎

民生委員

名前

☎

ご近所やお友達

名前

☎

名前
☎

名前
☎

名前
☎

名前

☎

名前

☎

わたしの覚え書きわたしの覚え書き

●地 域●地 域

●家族・親族●家族・親族

●病 院●病 院 ●介 護●介 護

まずは、分かるところから書き込んでみてください。
あなたを支えてくれる ‘みんなの輪’ が見えてくるはずです。

決して悩みを一人で抱え込まないでください。




