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認知症のしおり
（認知症ケアパス）
～認知症になっても住み慣れた新宮町で安心して暮らしていくために～
認知症ケアパスとは・・・・・

認知症になっても、住み慣れた新宮町で安心して暮らしていくために、予防の段階から認知症の進行に合わせ
て、「いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けられるのか」を示すものです。

〇おうちでの様子チェックシート（認知症の初期症状例）

□

同じ事を何回も話したり、尋ねたりする。

□

出来事の前後関係が分からなくなった。

□

服装など身の回りの事に無頓着になった。

□

同時に２つの作業を行うと、１つを忘れる。

□

歩き回るなど目的の分からない行動が目
立つ。

□

薬を管理してきちんと内服する事ができな
くなった。

□

以前はテキパキできた家事や作業に手間
取るようになった。

□

計画を立てられなくなった。

□

複雑な話を理解できない。

□

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。

□

以前よりも怒りっぽくなったり、疑い深く
なった。

※ご家族などが客観的にみて、３項目以上に該当する場合はか
かりつけ医または地域包括支援センター等にご相談ください。

（出典：医療法人社団緑風会水戸病院

認知症医療センターパンフレット）

認知症って
どんな病気？

なんらかの原因により脳の働きが悪くなり、記憶力や
判断能力が低下し、日常生活に支障が出る状態です。

○認知症と加齢による「もの忘れの違い」
ご飯のメニュー等
体験の一部を忘れる

もの忘れの自覚が
ある

判断力の低下はみ
られない

日付・季節を間違
えることがある

ご飯を食べたこと等
体験自体を忘れる

もの忘れの自覚が
ない

判断力が低下する

日付・季節がわか
らなくなる

加齢に伴う
もの忘れ

認知症による
もの忘れ

○主な認知症の種類

代表的なものは以下の 4 つです。

アルツハイマー型認知症
認知症の中で一番多く、ゆるやかに進行してい
きます。症状は、数分から数日前の記憶の障害
が目立ちます。例えば、昨日のことは思い出せ
ませんが、若い頃に習得したことや身のこなし
は忘れていないのが典型です。

レビー小体型認知症
脳の中にレビー小体といわれる物質がたまって、見
えないものが見える「幻視」や手足の震えや動作が
ゆっくりになるなどのパーキンソン病のような症状
があらわれます。

脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などにより脳のダ
メージを受けた部分の機能が低下します。手足
のマヒやろれつが回らない、感情のコントロール
がしにくくなるという症状が早くにみられます。

前頭側頭型認知症
司令塔役の前頭前野が損なわれるため、我慢や思
いやりなどの社会性を失い周囲への配慮に欠けた
行動をとることがあります。

～若年性認知症～

～ MCI（軽度認知障害）～

65歳未満で発症した認知症のこと。

日常生活は正常に行うことができるが、

症状が仕事や子育てに支障をきたすこ

新しいことを覚えられないなど、軽度の

とが考えられます。

記憶障害がみられる状態です。

仕事への影響から生活困窮につながる

放置すると認知症になるおそれがあり

おそれもあります。

ます。
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認知症のサイン
に気づいたら

早期受診・早期相談が大切です。

家族の気づき
周囲から見ると、
“雰囲気”が変わったと感じることが何かの兆候です。
でも、そのことについて本人は話したがらないものです。
「不安なことがあったら言ってね。
」と伝えておきましょう。きっと本人も聞いて欲しい、知ってほしい
とどこかで思っているはずです。
このような症状が起きたら必ず認知症だということは通常はっきりとはわかりません。
大切なことは、その原因を早く知ることです。

どんな病院にかかればいいの？
認知症はうつ病や難聴などとも混同されやすいので、適切な治療を受けるため
には専門医にかかるのが理想です。認知症は、精神科や神経内科、脳神経外科、
老年科などの診療科で受けられます。
「もの忘れ外来」や「認知症外来」を行っ
ている病院もあるので、本人を連れて行くのが難しい場合は、まず家族の方だけでも相談してみましょう。
いきなり専門医にかかることに抵抗がある時は、まずかかりつけ医へ相談しましょう。

認知症になっても・・・
認知症という病気は、私たちの人生の一部です。認知症
になると何もできなくなると思われがちですが、そうで
はありません。
認知症になっても、長年やってきたこと、得意なこと、好
きなことを活かして、自分らしく生きている人はたくさ
んいます。むしろ、
そうした人の方が多いかもしれません。
まわりの方のサポートや、安心できる環境、適切な治療
があれば自分らしい生活を長く続けることができます。

『認知症初期集中支援チーム』をご存知ですか？
認知症の困りごと・心配ごとに対応します。
本人・家族などから相談を受け、認知症が疑われる人のもとへ医療職 ( 医師・保健師 ) と福祉職 ( 社会福
祉士・介護福祉士 ) がチームとなって訪問し、認知症専門医の助言のもと、本人にとって必要なサービス、
機関につなぐなどの支援を行います。

認知症初期集中支援チーム（新宮町地域包括支援センター内）
☎ 963-0663 月～金曜日 8：30 ～ 17：00
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認知症を

予防する
ために

生活習慣病を予防・改善することは、アルツハイマー病や脳
血管障害を防ぐことにも効果があることが分かっています。
また、活動的な生活を心がけて脳に刺激を与えることも大切
です。

バランスよく食べましょう

体を動かす習慣をつけましょう

塩分や脂質のとりすぎに注意して、肉や魚、野菜
などバランスのとれた食事を心がけましょう。
また、栄養不足は老化を進めてしまいます。

体を動かすことで、脳への血流が増え、脳細胞の
活性化につながると言われています。
ウオーキングなどの有酸
素運動は肥満や生活習慣

食べすぎは禁物ですが、

病の予防にも効果的です。

栄養不足にも注意しま

１日 30 分以上・週３回の

しょう。

ウオーキングをめやすに
行いましょう。

脳を活発に使う生活をしましょう

休養も大切です

本や新聞などを読む、日記をつける、旅行の計画
を立てて実行するなど、頭を使って脳に刺激を与
える生活を心がけましょう。

体だけでなく、脳の休養も大切です。１日 30 分程
度の昼寝はアルツハイマー病の予防に効果的です。

地域活動へ参加して人と

長時間の昼寝は逆効果な

の交流を続けることや、

ので注意！

趣味に打ち込むことも大
切です。

禁煙をこころがけましょう

歯みがき・口の中のケア

たばこは動脈硬化を進め脳血管障害を引き起こす
ほか、アルツハイマー病の原因にもなることが分
かっています。

歯みがきや、入れ歯の手入れをしっかりして、健
康な歯を保つことは認知症予防にもつながります。

そのほか、喫煙を続ける

よく噛んで食べることは

ことで肺がんや呼吸器疾

脳に刺激を与えるうえに、

患、歯周病などの健康リ

血糖値の上昇が抑えられ

スクが増えてしまいま

て生活習慣病予防にも！

す。

寝たきりにならないための転倒防止
高齢者は転倒による骨折から寝たきりになり、生
活が不活発になることで認知症を招いてしまうこ
とがあります。
転びにくい服選びや家の
中の段差の解消など転倒
予防を心がけましょう。
また乳製品などカルシウ
ム豊富な食品をとり、骨
折しづらい体づくりを心
がけることも大切です。
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町では以下のような予防事業に取り組んでいます
生活習慣を見直しましょう
健康診断後、結果に応じて保健
師や栄養士等の専門職から、生活改
善に関するアドバイスが受けられま
す（食事や生活習慣に関すること）
。

● 町の健康診断（対象：20 歳以上の人）

時期：毎年夏に実施（広報誌をご確認ください）
場所：シーオーレ新宮

運動習慣を身につけましょう
● 健康づくりのための運動教室
頻度：月２回
場所：シーオーレ新宮

福祉センター

ふれあい交流館

趣味や生きがい活動を楽しみましょう
● 元気ライフ教室 （ケアトランポリン、水中トレーニング等）

頻度：年間を通して実施
介護予防・健康づくり・生きがい活動などテーマを変えて開催。
講座や内容により頻度や場所が変わるため、広報誌をご確認ください。

● 地域サロンやシニアクラブでの活動

地域サロンやシニアクラブでは、様々な内容の活動を行っています。
社 会との関わりを持ち、人とコミュニケーションを取ることは脳の活
性化につながります。
ね

● 楽しい音 教室

頻度：月２回 ６か月間
場所：シーオーレ新宮

認知症について理解を深めましょう
● 認知症サポーター養成講座

 知症の正しい知識と理解を持ち、認知症の人や家族に対して温かい目で見
認
守るやさしい地域づくりに取り組んでいます。

介護予防事業に関するお問い合わせは・・・・・

新宮町地域包括支援センター
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☎ ９６３－０６６３

状態に応じて
介護保険や福祉サービスを
活用しましょう！

生活を支援する

認知症により生活機能が衰えても、安心して
在宅生活を送るために、介護サービスや福祉
サービスを上手に活用していきましょう。

●：介護保険サービス

★：町の福祉サービス

◆：住民による支援

●★ ホームヘルプサービス
●★ デイサービス
●★ 住宅改修
● 福祉用具の貸与
★ 配食サービス
★ 紙おむつ給付サービス
◆ 生活支援サポーターによる支援 （ごみ出し、買い物、話し相手、見守りなど）

身体を介護する

集いの場
◆傾聴カフェそら

●★ ホームヘルプサービス
●デイケア
●訪問入浴介護

医療を受ける
● 訪問看護

（福祉センター 第３金 13：00 ～ 15：00）

◆湊坂スマイルカフェ

（湊坂公民館 第４木 13：30 ～）

家族を支援する
●★ ショートステイ
◆ 在宅介護者交流会「こぶしの会」

（毎月第３火曜日、福祉センター 13：30 ～ 15：30）

※利 用料金は要支援・要介護認定や本人の収入状況によって異なります。詳しくは、担当ケアマネジャー、健康福祉課、
地域包括支援センターへお問い合わせください。
（日程は変更されることがあります。）

もしもの時の支援体制
成 年 後 見 制 度：判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約等で不利益をこうむったり、権利や
尊厳が侵害されることを防ぐための制度です。
日常生活支援自立事業：判断能力が不十分となった人の福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理 いやや！
を行います。
（社会福祉協議会）
消費者ホットライン 電話 188
消費生活センター：悪 質商法による被害や商品事故の苦情など、消費
（最寄りの消費生活センターにつながります。）
生活に関する相談に応じます。
（役場２階 消費生活相談室 毎週火・金 10：00 ～ 16：00）
しごと・くらし相談室：就業や生活に困っている人などを対象とした個室の相談室です。専門の相談支援員が
無料で相談に応じます。
（役場２階 しごと・くらし相談室 毎週月・木 10：00 ～ 16：00）
緊急通報装置貸与：緊急時にボタンを押すだけで 24 時間看護師が待機している安全センターにつながり、
救急対応を行います。
（健康福祉課 高齢者福祉担当）
認知症高齢者捜してメール：事前に登録された方が行方不明になった時に、捜索に協力いただける協力サポーター
や協力事業者にメールを一斉配信するものです。
（健康福祉課 高齢者福祉担当）
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認知症の方への
接し方
家族の心構え
自動車の運転にたとえれば、家族であるあなたが助手席に座るイメージです。
認知症と診断されても、人生を運転する（生きる）のは家族ではなくその人自身です。
あなたは最初に横に座り、その人のが難しいと感じるところを見ていてあげましょう。
そうすれば、その人はきっとあなたに聞いてくるでしょう。
「どうすればいい？」と。
そうしたらあなたは、
「一緒に考えましょう」と言ってください。

はじめのころに起こること
冷蔵庫の中に同じものや賞味期限が過ぎたものがたくさん入っていることがあるかもしれません。
何が入っているか冷蔵庫に書いておきましょう。
電車やバスで降りるところがわからなくなるかもしれません。
降りる駅とそのルートを紙に書いて持っておいてもらいましょう。わからなくなったら、人に聞くよう
に伝えましょう。
ヒントがあれば、できることはたくさんあるはずです。

ポイント①気持ちによりそう
まずは「そうですね」と一度受け入れることからはじめましょ
う。一見理解できない行動にも本人なりの理由があります。頭
ごなしに否定したり怒ったり、また子ども扱いしたりすると自
尊心を傷つけてしまい、その出来事自体は忘れても嫌な思いを
したという感情だけは残ってしまいます。

ポイント②本人のペースに合わせる
認知症になってもゆっくりであればできることも多いので、
本人の様子をよく見て、焦らせたり急がせたりしないようにし
ましょう。また一度にたくさんのことを言うと混乱させてしま
います。ゆっくりとシンプルに伝えることを心がけましょう。

ポイント③家族が元気でいましょう
家族 ( 介護する人 ) にも自分の生活や大切にしていることが
あります。何でも背負い込んでしまわずに、自分自身の時間を
大切にしてください。あなた ( 家族 ) の笑顔でわたし ( 認知症
の人 ) も元気になります。
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もの忘れが気になった時の受診先
※いずれの医療機関も事前に電話をして受診して下さい。

福岡県認知症医療センター
●医療法人社団

緑風会

福岡県が指定している認知症医療の専門機関です。

水戸病院（精神科外来・もの忘れ外来）

☎ 935-0066

住所：志免町志免東４丁目 1-1
専門医療相談

月～金９：00 ～ 17：00

土９：00 ～ 12：00

近隣の認知症外来
●独立行政法人

国立病院機構

福岡東医療センター（もの忘れ外来）

☎ 943-2331

住所：古賀市千鳥 1-1-1
●医療法人聖恵会

ふくおか め ぐみ

電話予約時間 13：00 ～ 15：00

福岡聖恵病院（もの忘れ外来・家族会）

☎ 942-6181

住所：古賀市鹿部 482
●北九州古賀病院（内科・精神科）

☎ 942-4131

住所：古賀市千鳥 2-12-1

●なかよし脳神経クリニック（もの忘れ外来）

☎ 941-5121

住所：新宮町中央駅前 1-1-18

生活や介護についての相談窓口

相談は無料です。

新宮町の認知症相談
☎ 963-0663

●新宮町地域包括支援センター
（新宮町緑ケ浜 4 丁目 3-1

新宮町福祉センター内）月～金曜日 8：30 ～ 17：00

高
 齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、様々な方面から相談者と一緒に考えていきます。

●新宮町役場

健康福祉課

高齢者福祉担当

（新宮町緑ケ浜４丁目 3-1

☎ 710-8286

新宮町福祉センター内）月～金曜日 8：30 ～ 17：00

介護保険の申請や在宅支援サービス（配食サービス、紙おむつ給付、緊急通報システムなど）を行っています。

☎ 963-0921

●新宮町社会福祉協議会
（新宮町緑ケ浜４丁目 3-1

新宮町福祉センター内）月～金曜日 8：30 ～ 17：00

役
 場、町内会、ボランティアなどと協力しながら、誰もが安心して暮らせる「福祉のまちづくり」の推進に取組んでいます。
（あんしん生活支援事業、車いす貸出、移送サービスなど）

その他の認知症相談
☎ 574-0190

●福岡県認知症介護相談

（春日市原町３丁目 1-7 クローバープラザ内）毎週水・土 11：00 ～ 16：00（面談は要予約）
●認知症の人と家族の会

福岡県支部

（福岡市中央区荒戸３丁目 3-39

☎ 771-8595

市民福祉プラザ内）

毎週火・木・金 10：30 ～ 15：30（第３火曜日を除く）
●若年性認知症サポートセンター
火～土曜日

☎ 574-0196

10：00 ～ 16：00（年末年始、お盆は除く

面談は要予約）

