摂津市

認知症
ケアパス

認知症になっても
住み慣れた地域で
暮らし続ける
ために

「認知症ケアパス」
とは…
「認知症かな？」
「認知症ってどんな病気？」
「認知症の相談先は？受診は？」
認知症の症状の変化に合わせて、
いつ、どこで、どのような医療や
介護サービスなどが利用できるかを示した
ガイドブックです。

摂津市

摂津市マスコットキャラクター

セッピィ

自分で
できる

認知症の気づきチェックリスト

もっともあてはまるところに○をつけてください。ご家族や身近な人がチェックすること
もできます。元気な人も一度チェックしてみましょう！

まったく
ない

ときどき
ある

頻繁に
ある

いつも
そうだ

1

財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなる
ことがありますか

1点

2点

3点

4点

2

5分前に聞いた話を思い出せないことがありますか

1点

2点

3点

4点

3

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの
もの忘れがあると言われますか

1点

2点

3点

4点

4

今日が何月何日かわからないときがありますか

1点

2点

3点

4点

5

言おうとしている言葉が
すぐに出てこないことがありますか

1点

2点

3点

4点

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない

できない

6

貯金の出し入れや、家賃や公共料金の支払いは
一人でできますか

1点

2点

3点

4点

7

一人で買い物に行けますか

1点

2点

3点

4点

8

バスや電車、自家用車などを使って
一人で外出できますか

1点

2点

3点

4点

9

自分で掃除機やほうきを使って掃除ができますか

1点

2点

3点

4点

電話番号を調べて、電話をかけることができますか

1点

2点

3点

4点

10

1〜10の合計

点

20点以上 の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性が

あります。かかりつけ医や裏面の相談窓口に相談してみましょう。

※このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で医学的診断に代わるもの
ではありません。
認知症の診断には医療機関での受診が必要です。
※身体機能が低下している場合は点数が高くなる可能性があります。
出典：「知って安心

認知症」東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課認知症支援担当／平成29年9月発行
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認知症を予防するための生活習慣とは
認知症になるのは高齢になることが最大の要因ですが、「運動」
「食事」
「睡眠」「喫煙」「飲酒」といった生活習慣や、高血圧や糖尿病などの病
気、毎日の生活の送り方などが認知症の発症と深く関係していることが
わかってきています。

認知症は予防できるのか
「認知症は予防できるのか」という質問に対しての答えは、
「はい」と「いいえ」の両
方があります。
まず「いいえ」の方ですが、残念ながら認知症を完全に予防する方法はありません。
老化が基盤にあるので、ずっと生きていれば、いずれは脳の機能は衰えていきます。
しかし、認知症の発症や進行は遅らせることができます。それが「はい」の答えのほ
うです。認知症の発症は生活習慣や糖尿病などの病気と深く関係していることがわかっ
ています。認知症になりにくい生活を送り、持病をコントロールして、認知症の発症や
進行をできるだけ遅らせることが認知症の予防となるのです。

認知症予防のポイント
ポイント①

運動（身体活動）など、積極的に身体を動かしましょう。

ポイント②

バランスの良い食生活を心がけましょう。

ポイント③

健康管理をしましょう。

ポイント④

社会参加をしましょう。

特に激しいスポーツをする必要はありません。
ウォーキングなどの有酸素運動がおすすめです。
できれば、週2〜3回以上30分以上を目安に行いましょう。

青背の魚を積極的にとり入れたり、緑黄色野菜もたくさんとりましょう。また、
よく噛んで食べることは消化に良いだけでなく、脳の血流を増やし、脳に良い刺激を
与えるので大切です。何より、偏りなくバランスよく食べるよう心がけましょう。

高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病や歯周疾患等が認知症の発症に大きく
かかわることがわかってきました。年に1回は健診を受けるとともに、病気がある方は
しっかりコントロールしましょう。

活動的な生活習慣は認知症予防に効果的です。
趣味を楽しんだり、地域活動に参加するなど、外出する機会を増やしましょう。

残念ながら、現在、認知症にならないという方法は確立されていません。
認知症は誰にでも起こりうる病気です。
認知症になっても、誰もが住み慣れた地域で暮らしていけるようになるには、
認知症について正しく理解し、見守る地域づくりが大切です。
摂津市では認知症を正しく理解し、温かく見守る応援者を養成する「認知症サ
ポーター養成講座」を開催しています。

3

「認知症サポーター」になったら、
目印としてオレンジリングを
手首につけます。

認知症を理解する
認 知 症は 脳の 病 気です
認知症は、さまざまな原因で脳の働きに不具合が生じ、今までできたことができなくなり、
日常生活に支障が出ている状態で、単なるもの忘れとは違います。たとえば、朝ごはんに何を
食べたか思い出せないといった体験の一部を忘れるのは、老化によるもの忘れといえますが、
朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまう場合は、認知症が疑われます。

老 化によるもの忘れと認知 症のもの忘れの 違い
老化によるもの忘れ

認知症のもの忘れ

経験したことが部分的に思い出せない

経験したこと全体を忘れている

目の前の人の名前が思い出せない

目の前の人が誰なのかわからない

物の置き場所を思い出せないことがある

置き忘れ･紛失が頻繁になる

何を食べたか思い出せない

食べたこと自体を忘れている

約束をうっかり忘れてしまった

約束したこと自体を忘れている

日常生活に支障はない

日常生活に支障をきたす

認 知 症の 種 類
認知症にはいくつかの種類があり、症状もそれぞれ違います。また、症状の出方も個人差があります。

アルツハイマー型認知症

●ゆっくりと進行し、もの忘れが目立つ。
●大切なものをどこに置いたかわからず探し物が増え
る。
●冷蔵庫に同じ食材がいくつもあり、それを忘れてまた
買ってきてしまう。

レビー小体型認知症

●歩行が小刻みで、転びやすくなる。
●睡眠中に大声を上げたり、ばたばたしたりする。
●実際には見えないものや人が見えると話す。（幻視）

脳血管性認知症

●意欲が低下したり、気分が落ち込んだりする。
●泣きやすくなるなど、感情の制御がしにくくなる。
●高血圧や糖尿病など動脈硬化の危険因子が原因で起こ
る。

前頭側頭型認知症

●決まった時間に決まった行動をするようになる。
●行動に制御が利かなくなり、買い物に出かけ、精算せ
ず「物」を持ち帰ってしまうなどの行動がでる。
●特定の食品以外のものは口にしなくなる。

本人が受診を拒むこともあります
「自分が認知症かもしれない」という不安はとても大きなものです。そのため家
族など周囲が受診をすすめても、本人が強く拒むこともあります。そのような場合
は、まずは家族だけで地域包括支援センター、市役所などの相談窓口を訪れ、アド
バイスを受けることもできます。
また、受診の意思はあっても専門の医療機関には行きにくいという場合は、かか
りつけ医に相談してみるという方法もあります。かかりつけ医は、必要に応じて適
切な病院なども紹介してくれます。問診などで正確に症状を伝えるためにも、でき
るだけ家族がつきそって受診しましょう。気になる生活の様子を記録しておくこと
も大切です。
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認知症の症状とケアの流れ
1 もの忘れが気になる（発症する）時期
本

人
人の名前や
物の名前が
思い出せない

何を話そうと
していたっけ？

●もの忘れがみられ、人の名前や物の名前が思い出せない ●忘れたことをとりつくろう
●会話の中で「あれ」「それ」「あの人」などの代名詞が増える

●積極性がなくなり人との付き合いや趣味・習い事などから足が遠のく、理由をつけて休もうとする
軽度認知障害
（MCI）とは

認知症の前段階で、軽い記憶障害があっても大きな支障なく日常生活を送れる状態です。この段階
で発見して適切に対処すれば、特にアルツハイマー型認知症への移行を予防、または先送りできる
といわれています。ちょっとした異変のサインを見逃さないようにしましょう。

家
早期発見･早期治療
が大切です
症状の改善や病気の進
行を遅らせることが期待
できます。また、事前に
さまざまな準備ができま
す。

社会参加

支 援 体 制

医

療

相談
・
権利擁護

族

「いつもと違う」
●本 人 が、規 則 正 し い 生 活 を 送 り、 ●「おかしい」
と思った時には早めにかか
家庭内で役割をもち、地域行事や
りつけ医や裏面の相談窓口
ボランティアなどの社会参加がで
に相談する
きるよう支援する

本人の不安を和らげる

本人には次第にできないことが増えていくといういらだちや不安があ
ります。そんな気持ちをおだやかに保てるように、家族など周囲の人が
上手にサポートしましょう。

余暇活動 地域活動
ボランティア活動
老人クラブ
サロン・リハサロン
つどい場・カフェ等
健康づくりグループ
いきいきカレッジ
介護予防講座
シルバー人材センター
かかりつけ医
専門医

かかりつけ歯科医

認知症疾患医療センター

※1 自宅で生活している40歳以上の人で認知症が疑
われるけれど、診断を受けていなかったり、医療や介
護保険サービスを受けていない、または中断している
場合に、医療や介護の専門チームが訪問等で相談に応
じます。（摂津市高齢介護課内）

摂津市高齢介護課
地域包括支援センター
認知症初期集中支援チーム※1

（せっつオレンジチーム）

摂津市老人介護者（家族）の会
日常生活自立支援事業※2

生活支援

かかりつけ薬局

※2 契約に基づいて、福祉サービスの利用手続きや、
日常的な金銭管理を支援する事業。（摂津市社会福祉
協議会）

高齢福祉サービス（ひとり暮らしの登録、配食サービス、緊急通報装置など）
シルバー人材センター
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相談先については、裏面をご参照ください。

認知症は少しずつ進行し、症状が変化してきます。家族や周囲が認知症を理

2 見守りがあれば日常生活は自立できる時期
本

人

どこに
置いたっけ？

次は
どうするのかな？

●集合時間を間違えたり、約束したことを忘れたりする
●今までできていた料理や掃除などの家事の段取りが悪くなる
●薬を飲み忘れる
本人の
気持ち…

●物を置いた場所がわからなくなる

●同じことを何度も聞く
●火の消し忘れがある

●同じ物を何度も買ってしまう

もの忘れによる失敗や、今までできていたことがだんだんうまくできなくなり、不安
感やイライラが多くなってくる

家
可能であれば
本人も交えて家族間で
話し合っておく

族

●今後の金銭管理について ●どのような終末期を迎えるか など
●接し方や介護、医療について勉強しておく
●本人の役割をすべてとりあげず、できることはしてもらう

見守る人を増やす

悪質商法などから守る

家族だけで支えるのではなく、民生委員や地域の知
人や友人などにも理解を求め、日常生活の中で積極的
に見守ってくれる周囲の人の数を増やしましょう。

判断能力の衰えなどにつけ込まれて、詐欺や悪質商
法などの被害にあう危険があります。成年後見制度を
利用するなどして、被害を防ぎましょう。

社会参加
医

療

さ

ぎ

余暇活動 地域活動
ボランティア活動
老人クラブ
サロン・リハサロン
つどい場・カフェ等
健康づくりグループ
いきいきカレッジ
介護予防講座
シルバー人材センター
かかりつけ医

かかりつけ歯科医

かかりつけ薬局

認知症疾患医療センター

専門医

摂津市高齢介護課

相談
・
権利擁護

地域包括支援センター
介護支援専門員（ケアマネジャー）
摂津市老人介護者（家族）の会
日常生活自立支援事業

生活支援

成年後見制度※3

※3 認知症等により、物事を判断する能力
が十分ではない方について、本人の財産や権
利を保護する人を選ぶことで本人を支援する
制度。

高齢福祉サービス（ひとり暮らしの登録、配食サービス、緊急通報装置など）
介護保険
サービス

在宅サービス：デイサービス・ヘルパー・ショートステイ など
施設サービス：老人保健施設・グループホーム など
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理解し、進行に合わせて対応していくことが大切です。

3 生活に手助けや介護が必要な時期
本

人

道がわからなく
なってしまった

触らないでくれ

●たびたび道に迷う ●落ち着きがなくなる ●季節にあった服が選べない、着替えができない
●事実と違う話をする ●トイレの場所を間違えて排泄する ●買い物やお金の管理にミスが目立つ
●家電がうまく扱えない
本人の気持ち…

●すぐに怒る

●勘違いや誤解が多くなる

●古い記憶も失う

自分をもっと、よく見てほしい……

家

族

●本人が楽しいと思える時間を多くつくる ●本人が失敗しない環境づくりに配慮する
●介護保険サービス等を上手に利用し、医療機関やケアマネジャー、
地域包括支援センターとこまめにやり取りする

接するときのポイント

通い慣れているはずの道などでも迷ってしまう危険があります。
いつも持ち歩く物や服に名前を書くなど、いざという時に備え、見
守りの体制を整えましょう。

・余裕ある対応
・相手に目線を合わせて
・おだやかで、やさしい口調

社会参加
医

療

相談
・
権利擁護

生活支援

余暇活動

見守りの体制を整えよう

サロン・リハサロン

つどい場・カフェ等
かかりつけ医

かかりつけ歯科医

かかりつけ薬局

摂津市高齢介護課
地域包括支援センター
介護支援専門員（ケアマネジャー）
摂津市老人介護者（家族）の会
成年後見制度
認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業※4

認知症疾患医療センター

専門医

※4 認知症高齢者等が行方不明になった場
合に、対象者を早期に発見できるよう、地域
の事業所に協力を依頼するものです。（摂津
市高齢介護課）

高齢福祉サービス（ひとり暮らしの登録、配食サービス、緊急通報装置など）
介護保険
サービス

在宅サービス：デイサービス・ヘルパー・訪問看護・ショートステイ

など

施設サービス：特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホーム

など
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相談窓口

（年末年始・祝日を除く）

摂津市地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者やそのご家族等を、医療・介護・福祉などさまざまな面から総合的に
支えるために設置された「高齢者の総合相談窓口」です。認知症や介護についてご相談ください。

〒566-0022

摂津市三島二丁目5番4号

☎06-6383-1377

摂津市立地域福祉活動支援センター3階

月〜金曜日9：00〜17：15

医療機関
まずはかかりつけ医に相談しましょう。必要な場合はふさわしい医療機関を紹介してくれます。

認知症疾患医療センター
認知症について不安や悩みがある方、家族の相談をお受けします。認知症の診
断・受診の仕方、症状や対応の仕方について、まずはお電話にてご相談ください。

医療法人

大阪精神医学研究所

☎072-693-1892

新阿武山病院

〒569-1041

高槻市奈佐原四丁目10番1号

月〜土曜日9：30〜17：00

摂津市老人介護者（家族）の会（摂津市社会福祉協議会内）
老人介護者（家族）の会は、介護者たちがお互いの悩みを話し合い、励まし合う会です。また、医療･介護･福祉に関
する情報交換を行い、必要に応じて専門機関との連携をとることにより、要介護者やその家族の方の負担の軽減を図り
ます。
〒566-0022

摂津市三島二丁目5番4号

摂津市立地域福祉活動支援センター1階

☎06-4860-6460（摂津市社会福祉協議会）
電話介護相談 ☎06-6383-1577 毎週金曜日13：00〜17：00

若年性認知症コールセンター
「若年性認知症」とは？

若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症のことです。家計を支える働き盛りの世代に起こるため、本人や家

族にとって、経済的にも精神的にも負担が大きくなります。
原因としては、脳血管性認知症が多いと言われており、予防と早期発見が大切です。

若年性認知症コールセンター
☎0800-100-2707 月〜土曜日

大阪府若年性認知症支援コーディネーター
☎06-6977-2051 月・火・木・金曜日

企画・監修：摂津市認知症支援プロジェクトチーム

なお、詳細は「認知症の人やその家族を支える地域資源冊子」参照

10：00〜15：00

10：00〜16：00

お問い合わせ、認知症初期
集中支援チームについては
〒566-8555

摂津市役所 高齢介護課
摂津市三島一丁目1番1号 ☎06-6383-1379（直通）

環境に配慮し、古紙配合率80％以上・グリーン購入法総合評価値
80以上の用紙及び植物油インキを使用しています
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