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？認知 な病気？？知症とはどんな知症とはどんな病1
　認知症とは、記憶障害やさまざまな状況に対する判断
が不適切になるなど、生活する上での支障が少しずつ増
えていく脳の病気です。

認知症と加齢によるもの忘れの違い 最初は区別がつきにく
いですが、次第に違い
がはっきりしてきます

　「昨日の夕飯の内容が思い出せない」「何時に約束したか忘れた」、こん
なことがあると「認知症では？」と心配になりそうですが、「昨日はコロッケ
を食べた」「5時の約束だよ」と言われ、あぁそうだったと思い出せるのは、
加齢によるもの忘れです。しかし認知症の場合は、夕飯を食べたこと・約束
をしたこと自体を忘れてしまいます。

認知症の始まりは家族の気付きも大切
　認知症の始まりは、本人よりも家族が気付くことが少なくありません。ポイントは下記のような症状が
以前に比べて頻度が高まっているか、程度が重くなっているかなどの変化です。

※これらはあくまで目安です。当てはまらない人もいます。

加齢 認知症
体験の「一部」を忘れる

「何を食べたか」思い出せない

「約束をうっかり」忘れてしまった

目の前の「人の名前」が思い出せない

物を置いた場所を「しばしば」思い出せない

「ヒントがある」と思い出せる

体験の「全部」を忘れる

「食べたこと自体」を忘れる

「約束したこと自体」を忘れる

目の前の人が「誰なのか」分からない

置き忘れ、紛失が「頻繁」になる

「ヒントがあっても」思い出せない

料理や片付けができなく
なってきた
運転などのミスが多くな
り車に傷が増えてきた
身だしなみを構わなくなった
外出をおっくうがる
怒りっぽくなった

●

●

●
●
●

切ったばかりの
電話の相手を忘
れる

テレビのリモコン
の簡単な操作に
戸惑う

慣れた道で迷う
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認知症に関する相談は

岩沼西小学校区
岩沼西地域包括支援センター

〒989-2459　岩沼市たけくま三丁目 6-8

電話　0223－36－7266
岩沼小学校区

岩沼市社会福祉協議会地域包括支援センター

〒989-2431　岩沼市相の原一丁目 2-14

電話　0223－25－6834

岩沼南小学校区
南東北地域包括支援センター

〒989-2427　岩沼市里の杜一丁目 2-6

電話　0223－23－7543
玉浦小学校区

マリンホーム地域包括支援センター

〒989-2429　岩沼市恵み野一丁目 7-1

電話　0223－25－6656



認知症の種類と特徴
　認知症は原因となる病気によって、さまざまな特徴があります。

　認知症はいきなり発症するわけではなく、一歩手前のグレーゾーンがあります。その段階のことを
MCI（軽度認知障害）といい、認知症予備群です。もの忘れなどが気になる人は、かかりつけ医など
に相談してみましょう。

　高齢になると、自分や身近な人の病気や、経済的な不安などからスト
レスを抱えやすく、それがうつ病の誘因になることもあります。症状とし
ては、意欲や集中力の低下、認知機能の低下などが多く見られます。

　病気によって体調不良になると意識が障害され、つじつまの合わない言動・記憶障害・幻覚などが
現れることがあります。認知症と異なって発症時期がはっきりしており、症状も日によって変わります。
適切な対応で、改善します。

　持病などの薬の影響で、認知症に似た症状が現れることがあります。たとえ正しく薬を服用していて
も、飲み合わせによって起こることもあります。

認知症と間違えやすい病気に注意
　認知症と似た症状から間違われやすい病気に、「うつ病」や「せん妄」などがあります。治療法や対処法
が異なるため、正しく区別することが重要です。

認知機能は緩やかに低下していきます。
MCI（軽度認知障害）での対処が大切です！

　女性に多く、進行は緩
やか。記憶障害が著しく、
特に最近の記憶（短期記
憶）が不得意になります。
うつ状態がみられること
もあります。

同じ質問を何度も聞く
物事の段取（食事の準備など）が悪くなる
日にちが分からなくなる
約束をすっぽかす　など

●
●
●
●

一番多い認知症 脳梗塞、脳出血などが引き金

特徴的な症状の例 特徴的な症状の例

　まだ若いということで、診断までに時間がかかります。うつ病などの
精神疾患と診断されていることも少なくありません。

書類の整理が難しくなった
家事に時間がかかる
打ち合わせの約束をしたことを忘れる　など

●
●
●

こんな
症状に注意

　男性に多く、脳の血管障
害で脳細胞が死滅するこ
とで発症します。脳血管障
害のリスクとなる高血圧
や糖尿病などの治療・改
善が予防につながります。

意欲が低下する
もの忘れがあるわりにはしっかりしている
（まだら認知症）
手足の麻痺がある　など

●
●

●

　初期の頃はもの忘れ
より、うつ状態、失神、震え
といった症状が出たり、
幻視（目の前に無いはず
のものが見える）を認め
たりすることがあります。

子どもや虫が見えると言う
夢を見て反応し大声を出す
もの忘れは軽い　など

●
●
●

幻視が起こるのが特徴 性格や行動上の変化が主な症状

特徴的な症状の例 特徴的な症状の例

　もの忘れの症状は軽く、
意欲や理性、感情をコント
ロールすることが難しくな
ります。万引きや無銭飲食
などで周囲を困惑させる
ことも少なくありません。

同じ時間に同じ行動をとる
同じ食品を際限なく食べる
周囲を顧みず自己本位な行動が目立つ　など

●
●
●

薬の影響で認知症に似た症状が出る場合も

正常レベル

ＭＣＩ

認知症

（軽度認知障害）

時間の経過

認
知
機
能

高

低

MCIのうちに対処
すれば認知機能を

回復したり、維持できたり
することがあります

！

※相談窓口を裏表紙に掲載しています。
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本人と家族に心強い、かかりつけ医
●
●
●
●
●

早期段階での発見や気付き
専門医療機関の受診の勧め、紹介
日常的な身体疾患の治療や健康管理
本人や家族の不安の理解、アドバイス
地域の認知症介護サービス機関との連携　など

事前に整理しておくポイント
●
●
●
●
●

性格や習慣などにどんな変化がいつごろから現れたか
具体的に困っている症状は何か
日や時間帯によって変化があるか
既往歴（高血圧や糖尿病などがあるか）
飲んでいる薬とその服用期間　など

本人のことを
よく知る身近な人の
付き添いは

重要なポイントです

どうしても受診して
くれない時は、地域包括
支援センターに相談を!
初期集中支援チーム（P15）
がお手伝いできることも

早期受診はメリットが大きい
　適切なケアや治療の開始により、進行を遅
らせたり、症状を軽減させられます。さまざまな
制度・サービスの情報収集やその利用計画も、
本人の意思を反映させるなど余裕を持って
立てられます。

受診のコツを知っておこう

　かかりつけ医には、本人や家族を日頃から知っている強みがあります。必要に
応じて専門医療機関を紹介してくれます。 　本人も納得して受診することがベストですが、ためらいがある場合や、自覚が

ない場合は、表現を工夫してみましょう。

　診断に欠かせないのが、本人や家族からの情報です。本人の話はもちろん、家族
からの視点、それぞれの話の食い違いなども重要な手掛かりになります。医師に伝え
たい内容をまとめておくとスムーズです。

本人に自覚があるなら 何かの病気かもしれない
から検査してみましょう

最近、もの忘れが
増えてきて…

（子どもから）ずっと元気でいて
ほしいから受診してください

早く発見できたら治るかも
しれないし、進行も遅らせられます

本人に自覚がないなら
私の健康診断に付
き添ってください

一緒に健康チェックに
行きましょう

※かかりつけ医がいない場合は、地域包括支援センターなどに相談しましょう。

　認知症の人とご家族を支援するために、専門家
による「認知症初期集中支援チーム」が設置され
ています。医療・介護の導入・調整や家族支援な
どを行い、自立生活のサポートを行っています。

（詳細P15）

2 ア認知 療・ケアア知症の受診と治療知症の受診と治療
　あれ？ おかしいと思ったらまず受診。対処が早いほど生活の質をよ
い状態で保てます。MCI（軽度認知障害）の段階で見つかれば、認知機
能の回復・維持も期待できます。
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～進行を遅らせ、行動・心理的症状の緩和のために～

　処方箋の薬はいつもここ！ というかかりつけ薬局を持
ちましょう。重複処方や危険な飲み合わせをチェックして
もらえたり、分からないことは気軽に相談したりできます。

　家事や買い物、散歩などできることは今まで通
り続けることがリハビリに。役割があるということ
は気持ちの安定にもつながります。

認知症と分かったら知っておきたいこと
　本人も家族も、認知症を受け入れることは容易いことではありません。しかし、現在は薬とケアによって
進行や症状を抑えたり、さまざまな支援・サービスが連携することで、よりよい介護環境を築くことが
できます。認知症の人への接し方の工夫やポイントも理解しておけば介護負担も軽減できます。

　薬による治療で、記憶などの認知機能の障害を改善したり、悪化を緩やかにします。不安や興奮、暴力
などの症状にも薬が処方されることがあります。効果には個人差がありますが、効果が感じられないから、
あるいは効果が出たからといって、勝手に服用量を減らしたり、やめたりすることはしないでください。

　脳の残された機能を活かしたり、使われていない部分の活性化につながるリハビリ。ストレスを感じずに、
家族や仲間と一緒に楽しみながらできるリハビリを行うことで、その人の意外な得意分野が発見できたり、
精神を安定させることも期待できたりします。

昔からの趣味や旅行など、楽しかったこと

本人にあったリハビリを発見しよう

薬による治療効果のイメージ

　子どものころ遊んだ
道具や、楽しかった行
事、流行したものなど
について話し、脳を刺
激するリハビリ。

回想法

　絵画、粘土細工、手
芸などで感性や創造性
が活性化。手先を動
かすことで脳も刺激
されます。

絵画療法

　合唱したり、簡単
な楽器を演奏したり
します。楽しみやすい
リハビリです。

音楽療法

立地や開局時間などの利便性がよい
相性がよく、相談しやすい薬剤師がいる
服薬の回数や方法など説明してくれる
店内が明るく清潔感がある
店舗責任者や薬剤師、時間外などの問い
合わせ先が明確に表示されている

●
●
●
●
●

～生きがいを持ち、認知機能の低下を遅らせるために～

振り返ってみる

日頃の会話を通じて興味がありそうなことを勧める

継続できそうなリハビリを試してみる

勧めてみるSTEP 2

STEP 3

STEP 1

試してみる

お母さん、
ありがとう
助かるわ

認知症の薬は錠剤のほか、
ゼリータイプや貼るタイプなど
があり、服用する人の便宜に
合わせることができます

軽度

重度
薬を飲まなかった場合

薬を飲んだ場合

認
知
症
の
重
症
度

時間の経過

M
C
I（
軽
度
認
知
障
害
）

認
知
症
の
は
じ
ま
り

たやす

介護保険サービスの
デイサービスなどを活用
するのもポイントです
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覚えておきたい症状とそのときの対応
　家族を悩ませる不可解な行動、困った行動にも本人なりの理由があります。健常者の常識や事実を押し付け
るのは逆効果。認知症の進行に応じた症状であることを理解し、気持ちに寄り添って接することが大切です。～本人の気持ちを尊重し、介護負担の軽減につなげるために～

　認知症には必ず現れる「中核症状」と、本人の性格や環境、人間関係などの影響で出現する精神・行動上の
さまざまな症状「BPSD＝行動・心理症状」があります。

介護負担の軽減のためにも、それぞれの症状別によく見られる
ケースと対処法を具体的に知っておきましょう。

BPSDは中核症状をもとに、本人のもともとの
性格や心の状態、人間関係、生活環境などの要
因が絡み合って出てきます。介護者の接し方や
適切な薬物治療により改善が可能です。

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

もの忘れ
状況判断ができない
計算ができない
時間・場所・人が認識できない
手順よく物事を進められない
など

無気力になる
ものが盗まれたと騒ぐ
はいかい
怒りっぽい・怒鳴る
なかなか寝付かない
など

　日にちは健常者でもわからないことがある位なので、
まずはご家族が「今日は何日？」などの質問でテストをし
て不安を増強しないようにしましょう。大きな日めくりカ
レンダーをかけておくことも良いかもしれません。

答えられなくても
問題視しないこと

日時の感覚の混乱

　食べた、という事実を理解してもらうのではなく、本人
がいかに納得するかがポイントです。「もうすぐできるか
ら待っていてね」「できるまでこれ（お茶やお菓子など）を
食べて（飲んで）いてね」と話題を変えてみましょう。

話題を変えて
納得してもらう

全体の記憶の障害

　家族の名前を忘れたり、別の人と間違えるなど、
目の前の人が自分とどういう関係なのか分からなく
なります。「あなたの娘なのに」と言い聞かせず、別人
を演じてしまいましょう。

なりきって振る舞う

家族を忘れる

　みっともない、汚い、などとたしなめることはせず、適切
な衣服をいっしょに選んでみてください。「お似合いです
よ」と勧めると素直に着替えてくれることも。体調面で不
都合がなければおおらかに目をつぶることも大切です。

一緒に選ぶ、
褒めて勧める

季節が分からない

このブラウ
スはどうで
すか？

誰ですか？

今日は●月
△日だっけ？

軽度障害 中等度障害

中等度障害 高度障害
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　盗まれたと思い込んでいます。反論せず「それは困りましたね、一緒に探しましょう」
と共感する。本人以外の人が財布を見つけた場合、ここにありましたとは言わず、
「このあたりを探してみましょうか」と言い、本人に見つけてもらうことが大事です。

同じ感情を共有して、
味方になる

もの盗られ妄想

　「ここが家ですよ」と引き止めると不安や不信感が
募ります。「そこまで送りますよ」と一緒に散歩したり、
「お茶だけでも飲んでいってください」と気分を変え
て落ち着かせます。

気持ちを認め、
落ち着かせる

家に帰りたい願望

　気持ちを表現できる言葉が出てこない、相手の言
葉が理解できないことなどから、もどかしい気持ちを
抱えています。日頃から本人を尊重する言葉をかける
とともに、投げられて危険なもの、困るものは目の届
くところに置かず、ティッシュの箱などを置いておく。

できる限り感情を
いたわる

人柄が攻撃的に変化

　尿や便の失禁や弄便（便を弄ぶ行為）は決してわざ
としていることではありません。トイレの場所がわから
なくなったり、便意や尿意が感じなくなっていたり、
服の脱ぎ方がわからなくなっているなどの原因が考え
られます。本人は失敗によってすでに傷ついています。
責めたりせず、定期的にトイレに誘導しましょう。

排泄のリズムを
作ってトイレに誘導

排泄トラブル

　虫がいる、泥棒が入ってきたなどと幻覚におびえ
たり混乱する場合は、否定せずに「もう出て行きまし
たよ」と話を合わせ、安心させてあげます。音が
聴こえたり（幻聴）、景色が見える場合もありますが、
本人が楽しそうならそっと見守ってもいいでしょう。

話を合わせて
恐怖感を取り除く

幻覚におびえる

ゆっくり
１つずつ簡潔に

　穏やかにゆっくり話すように
心掛けるとともに、1つずつ簡
潔に伝えるようにしましょう。

がんばり過ぎない、
抱え込まない

　悩みは家族だけで抱え込ま
ないこと。また介護者の健康管
理もしっかりしておきましょう。

思い出させない、
間違いを正さない

　無理に思い出させようとせず、
言い分をよく聞いて、話を合わせ
ます。

余裕を持って穏やか
な気持ちで対応

　雰囲気は敏感に察知してい
ます。介護者のいら立ちは伝わ
ることを理解しておきましょう。

　突然声をかけられるとびっく
りします。視界に入ったところ
で、目を見て話すようにします。

本人の視界に入った
ところで声をかける

信頼関係を
大切にする

　介護に信頼関係は不可欠で
す。いつも味方、という態度で
きちんと接しましょう。

しかったり、
命令しない

　介護者が感情的な物言いを
したり、命令口調だとBPSDを
助長しかねません。

自尊心を大切に、
敬意を払う

　症状が進んでも恥ずかしい、
つらい思いは本人も同じ。プラ
イドを傷つけないようにします。

受け入れて
共感する

　無理のない範囲で受け入れ
ることで、双方のイライラや不
安が抑えられます。

行動パターンを観察し、
早めにフォロー

　一日の生活パターンを観察し、
転倒や火災といった事故防止
策、排泄などの対策を立てます。

　少しずつ進行する認知症の症状に合わせて、介護する側も
認知症への理解を深め、接し方10カ条を基本に、認知症の人
の心理や行動を少しずつ受け入れていきましょう。
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本人の将来のために、がんばり過ぎない介護のために、
さまざまな支援の活用を
　認知症は適切なケアを長期的に行う必要があります。地域で安心して暮らすためのサービスを上手に
利用しましょう。詳細については、岩沼市介護福祉課や地域包括支援センターなどへお問い合わせください。

　施設への通い・宿泊、ホームヘル
パーや介護職員などの訪問によっ
て、食事や入浴といった日常生活
上の支援や機能訓練などが受けら
れます。受けられるサービスは、本
人に必要な介護の手間（要介護
度）に応じて、ケアマネジャーがケ
アプランを作成します。

介護保険サービス

成年後見制度
　認知症の人の日常生活の支援や財産管理、悪質商法によって被害を受けないようにするなど、家庭裁判所が
選んだ後見人などが本人の保護や支援を行います。支援の内容は本人の判断能力によって異なります。

その他
　食事を届ける配食サービスや買
い物、家事援助など、本人や家族
が住み慣れた地域で安心して暮ら
すことに役立つサービスがありま
す。また、運転免許の自主返納を
支援する制度もあります。

　保健師・社会福祉士・ケアマネジャーなどの専門家
が、生活全般にわたるさまざまな相談に応じ、支援を行
います。地域の身近な相談窓口として活用しましょう。

3 る認知症 を支えるる症の人と家族を知症の人と家族を
　認知症は誰でもなる可能性があり、家族だけでケアをするのが難し
い病気。これからは地域の人たちや公的支援などを通して地域全体で
認知症の人や家族を見守り、支える時代です。活用できる支援やサー
ビスを知り、孤立したり、抱え込んだりしないようにしてください。
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※各団体の活動内容詳細に
　ついては直接ご連絡の
　うえご確認ください。

○第3水曜日　１０時～１２時　（1月・8月を除く）
○ひなたぼっこ二木
☎090-9746-9626（発起人　齋）
○お茶代１００円

○第４土曜日　１０時～13時
○デイサービスセンターさくら
☎0223-３６-７２５５
　（デイサービスセンターさくら　担当　八巻）
○お茶代５００円

○奇数月　第3金曜日　１1時～13時30分
○みやぎ生協 岩沼店1階 休憩コーナー
☎0223-25-6834
　（岩沼市社会福祉協議会地域包括支援センター）
○昼食の準備は各自

○偶数月　第4木曜日　１４時～15時30分　
○カーサ岩沼
☎0223-25-6834
　（岩沼市社会福祉協議会地域包括支援センター）
○お茶代１００円

○第４水曜日　１０時～１１時30分
○玉浦コミュニティセンター
☎090-6253-5640
　（仙台傾聴の会　代表　森山）

○不定期（随時問い合わせ）
○岩沼市総合福祉センターiあいプラザ
☎0223-29-3711（岩沼市社会福祉協議会）
○お茶代１００円

○第3金曜日　10時～12時
○土ケ崎集会所　和室（たけくま会館）
☎0223-29-3206（世話人　坂本）
○お茶代１００円

○第3水曜日　10時～12時
○マリンホーム地域交流室
☎0223-２５-６６５６
　（マリンホーム地域包括支援センター）
○お茶代１００円

○第１月曜日　14時30分～15時30分
○総合南東北病院　食堂
☎0223-23-7543（南東北地域包括支援センター）
○お茶代１００円

○第２木曜日　１０時～11時30分
○たけくま集会所
☎090-6253-5640
　（仙台傾聴の会　代表　森山）

○不定期（月１回）　10時～１１時30分
○西部地区老人憩いの家
☎0223-36-7266（岩沼西地域包括支援センター）
○お茶代１００円

　地域の人たちや、介護・医療の専門家などが集う「家族会」「認知症カフェ」
などへの参加がお勧めです。近くのどこにそのような集まりがあるのか、
地域包括支援センターなどに聞いてみましょう。他の人の意見・体験談か
ら学べたり、息抜きができたり、気持ちが楽になったりします。

岩
沼
市
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
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ラ
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タ
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係
長

岩
沼
係
長
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最近１ヵ月の状態について、日々の生活の様子から当てはまるものに○をつけてください。

このチェックリストは対象者の生活状況を良く知っている方が行ってください。

次の2項目も、当てはまるものに○をつけてください。

  １． 同じことを何回も話したり、尋ねたりする

  ２． 出来事の前後関係がわからなくなった

  ３． 服装など身の回りに無頓着になった

  ４． 水道栓やドアを閉め忘れたり、後片付けがきちんとできなくなった

  ５． 同時に二つの作業を行うと、一つを忘れる

  ６． 薬を管理してきちんと内服することができなくなった

  ７． 以前はてきぱきできた家事や作業に手間取るようになった

  ８． 計画を立てられなくなった

  ９． 複雑な話を理解できない

10． 興味が薄れ、意欲がなくなり、趣味活動などをやめてしまった

11． 以前よりも怒りっぽくなったり、疑い深くなった   

（ただし、原因が痛みなど身体にあるものは除きます）

『認知症初期症状11質問表』認知症研究・研修東京センター　センター長　山口晴保先生開発

結果の見方
＊　○の合計が、３個以上の場合は、認知症の疑いがあります。なお点数が高いから直ちに
認知症というわけではありません。心配な時は地域包括支援センターに相談しましょ
う。（P1）

＊　No１２・１３のような被害妄想や幻聴、幻視がある場合には点数にかかわらず医療機関
の受診をお勧めします。

12． 被害妄想（お金をとられる）がありますか

13． 幻視（ないものが見える）がありますか

「○」の合計　　　　個

認知症の診断を受けていない方や通院を中断している方
通院や介護サービスを受けていない方
症状が進んで対応に悩んでいる方　など

●
●
●

1 はいかい高齢者位置探索システム機器貸与

2 iあいメール（はいかい高齢者見守りシステム）

　自宅で暮らす６０歳以上の、はいかいが見られる方に位置を探索できる小型機器を
お貸しします。

　認知症の方が行方不明になったとき、ご家族からの依頼により捜索協力者（サポーター）へメール等を配信し、捜索協力して
いただくシステムです。はいかいが見られる方の情報を事前に登録すると、捜索が必要になったときに協力機関へ早期に情報
提供を行うことができます。

　行方不明になった方の情報をご自身の携帯電話でメール受信し、対象者の早期発見や保護にご協力いただくサポー
ターへの登録をお願いします。

携帯電話で、右のＱＲコードを読み取るか、以下のアドレスへ
空メールを送信してください。 （iwakaigo1-entry@my.e-msg.jp）
確認メールが届くので、そのまま返信をしてください。
登録完了のメールが届きます。

　介護福祉課［岩沼市総合福祉センター（iあいプラザ）内］に印鑑、申請者の身分証明書類、
対象者の顔写真を持参のうえお手続きください。

位置情報
提供料

インターネット

電話

月2回まで無料　それ以降は1回100円

1回300円

事前登録の方法

対象
となる方

認知症初期集中支援チーム
　医師や看護師、福祉相談員が家庭訪問等を行い、ご本人やご家族の困りごと、心配
ごとをお聞きしながら、医療や介護サービスの紹介や対応方法を一緒に考えます。

【問】 岩沼市介護福祉課（岩沼市総合福祉センター内）☎0223-24-3016

【問】 総合南東北病院　医療福祉相談室  ☎0223-23-3746

認知症サポーター養成講座
　認知症の原因や症状、認知症の方への望ましい接し方について学びます。各種団体
からの依頼を受けて無料で開催します。お気軽にお問い合わせください。

【問】 岩沼市介護福祉課（岩沼市総合福祉センター内）☎0223-24-3016

※登録は無料ですが、登録やメール受信等にかかる費用は登録者の負担です。

はいかいが
心配…

病院やサービス
利用を嫌がって
困ります　
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認知症の段階

本人の様子

家族の心得・
対応のポイント

元気

自立 誰かの見守りがあれば
日常生活は自立

日常生活を送るには
支援や介護が必要

常に専門医療や
介護が必要

認知症の疑い 認知症（軽度） 認知症（中等度） 認知症（重度）

●
●
健康づくりや介護予防に取り組む
地域とのつながり（社会参加）を
大事にする

●

●

もの忘れが増えるが自覚もある
（人からも言われ始める）
日常生活は自立しているが、計算
間違いや漢字のミスなどが増
える

● 年齢のせいにせず、気になり始め
たら、早めにかかりつけ医や各種
窓口に相談

●
●
●
●

同じことを何度も聞くようになる
ものや人の名前が出てこない
置き忘れやしまい忘れが増える
料理や買い物、金銭管理などが
難しくなってくる

同じことを聞かれても、きちんと返答
何でもかんでも取り上げず、本人
ができないことだけをサポート
認知症についての勉強や介護
保険サービスの利用を開始する

●
●

●

「ものを盗られた」などの発言をする
洋服の着替えがうまくできなくなる
家までの帰り道が分からなくなる
書字・読字が苦手になる
もの忘れの自覚がない

●
●
●
●
●

●

●

さまざまな症状が現れてきて疲れ
る時期。人の助けを借りよう
通所系サービスのみでは困難、
訪問系や泊まり系サービスなどの
検討を

●

●
●

食事、トイレ、お風呂、移動などの日
常生活に関することが、誰かの助け
がないと難しい
車いすやベッド上での生活が長くなる
言葉数は少なくなるが、感覚（目・耳・
鼻などの機能）は残っている

認知症の経過と地域の関わり ～認知症ケアパスとは～
認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指して。 　認知症は下表のように進行していきます。その段階ごとに、適切な支援や利用できるサービスがあります。認知症ケア

パスを見ると、認知症の進行に応じて「いつ」「どこで」「どのような医療や介護サービス」が受けられるか、といったケアの
流れが具体的によく分かります。

● 本人と一緒に認知症予防に関す
る取り組みを実践

アタリ画像

◯◯先生のところで
相談してみようか？

お母さんが野
菜を切ってくれ
て助かるよ

健幸いきいき広場
介護予防教室・サロン
交流サロン
地域包括支援センター主催事業

●
●
●
●

認知症を遠ざける
生活習慣に努めましょう

地域の中に適切な支援やサービスがあり、   認知症の人と家族を見守ります。

お父さん、
先生が来ま
したよ

●

●

本人が安心できる
環境づくりを心掛
ける
最期の迎え方につ
いて家族間で話し
合いをしておく

こんにちは

地域包括支援センター（P1）
岩沼市介護福祉課（表紙）
ケアマネジャー
まずはつながりやすいところへ
相談してみましょう

●
●
●

かかりつけ医
認知症の相談ができる医療機関（裏表紙）
かかりつけ薬局
訪問診療･往診
訪問看護
認知症初期集中支援チーム（P15）

安心の医療体制を整えて
いきましょう

●
●
●
●
●
●

岩沼市生活援助サービス事業
成年後見制度
はいかい高齢者位置探索システム機器貸与（P15）
iあいメール（はいかい高齢者見守りシステム）（P15）
認知症カフェ･サロン（P14）
認友（認知症ボランティア）
高齢者運転免許証自主返納支援事業

さまざまな取り組みを知り
活用しましょう

●
●
●
●
●
●
●

70歳以上の方で、運転免許証を自主返納した方・返納を予定
している方に岩沼市民バス・デマンド型乗合タクシーで使える
6か月有効期限の無料乗車証を交付します。
【問】 岩沼市生活環境課  ☎0223-22-1111（内線334）

認知症に関するイベント等で、認知症の方やそのご家族
のサポートを行っています。今後も活動の幅を広げていく
予定です。

訪問系サービス
通所系サービス
泊まり系サービス
福祉用具貸与
住宅改修

状態にあわせてうまく
サービスを使いましょう

●
●
●
●
●

極楽
だなぁ…



認知症に関する相談、つどい、会誌発行など幅広く認知症に関する活動を行っています。

総合南東北病院（神経内科） ０２２３-２３-３１５１

南浜中央病院

南浜中央病院附属みなみはまクリニック

０２２３-２４-１８６１

０２２３-２４-１４３１

緑の里クリニック ０２２３-２3-2678

岩沼市里の杜一丁目２-５

岩沼市寺島字北新田111

岩沼市館下一丁目3-17

岩沼市北長谷字畑向山南27-2

いずみの杜診療所地域連携室RBA相談室 ０２２-３４６-７０６８
＊平日９時～１６時

〒９８１-３１１１
仙台市泉区松森字下町８－１

０２２-２６３-５０９１（FAX兼用）
＊平日　９時～１６時

〒９８０-００１４
仙台市青葉区本町３丁目７-４　宮城県社会福祉会館 ２階

南浜中央病院内 0223-24-４１０１（問い合わせ直通電話･相談窓口）
＊平日９時～１5時

医療機関情報

若年性認知症に関する相談窓口

認知症の人と家族の会宮城県支部

87204
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