
認知症になっても安心して暮らせるまちに

認知症支援ガイドブック

認知症ケアパスとは認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らし

ていくための道筋を示したものです。認知症について正しく理解していただ

き、認知症の人やその家族の方が住み慣れた地域で安心して暮らしていくた

めに、この「認知症支援ガイドブック」を作成しました。ご活用ください。

美 馬 市

認知症ケアパス
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１．認知症を知ろう

①認知症とは

認知症は単なるもの忘れとは違い、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で、生活に支障が出てく

る状態のことを言います。認知症は誰にでもおこりえる「脳

の病気」なのです。

②加齢によるもの忘れと認知症のもの忘れの違い

健常なもの忘れ 認知症のもの忘れ

記憶の帯

抜け落ちる健常なもの忘れ 認知症の

もの忘れ

健常なもの忘れは、体験の一部のみを忘

れるため、体験の他の記憶から忘れた部

分を思い出すことができる。もの忘れの

自覚がある。

認知症のもの忘れは、体験全体を忘れて

いるため、思い出すことが困難である。

もの忘れを自覚できない。

顔は分かるん

やけど・・。

名前が思い出

せんなあ。
だれかなあ？

知らんなあ。

お父さん！

日常生活に支障はない 日常生活に支障をきたす

認知症って

どんな

病気？
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③認知症の症状

認知症になると記憶力や判断力などが衰えます。これが認知症という病気の本質で、

「中核症状」といわれます。また、中核症状のために周囲とうまく適応できなくなった

り、心身が衰えたり、不安になることなどによって妄想や幻覚などの症状が出ることが

あり、これを「周辺症状」と言います。

記憶障害 見当識障害

新しいことが覚えられなかったり、 時間、日付、季節感、場所、人間

覚えていたはずの記憶が思い出せな 関係などがわからなくなる

い

中核症状

理解・判断力の障害 実行機能障害

二つ以上のことの同時処理や、いつ 段取りを立てて行動できない

もと違う些細な変化への対応が困難 （例：料理など）

になる

中核症状に、不安やあせり、心身の不調、周囲の適切でない対応などが影響

周辺症状

周辺症状は､適切な治療や周囲のサポートで認知症の人が感じている精神

的なストレスなどを取り除くことで、ある程度の予防や緩和が可能です。

○見えないものが見える ○ものとられ妄想 ○攻撃的な言動

○過食などの食行動の混乱 ○徘徊 ○無気力

○便をいじるなど排泄の混乱 ○過食などの食行動の混乱
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④認知症の種類と特徴

認知症の原因となる脳の病気には、いろいろなものがありますが、代表的なものは次

の４つの病気です。

（１）アルツハイマー型認知症・・増加傾向にある。最も多い。

どんな病気？

原因は不明。脳の神経細胞の中に異常なたんぱく質がたまり、脳の神経細胞が

徐々に減っていく進行性の病気である。ゆっくりと進行する。記憶障害が著しい。

特に最近のことが、覚えられなくなる。

特徴的な症状

●新しいことが覚えられない ●忘れていることをごまかそうと取り繕う

●もの忘れの自覚がない ●もの盗られ妄想がある ●日にちがわからなくなる

（２）レビー小体型認知症・・高齢者に多い

どんな病気？

原因は不明。脳の中にレビーという特殊な物質がたまることによりおこる進行性

の病気である。

特徴的な症状

●実際には見えないものが現実にあるように見える●立ちくらみや失神等がある

●眠っている間に大声で叫ぶなどの睡眠障害がある

●体がこわばって動作がぎこちなくなり、転びやすくなる

●１日の内で、周囲の状況に対する認識や理解力の差がある

（３）血管性認知症

どんな病気？

脳梗塞や脳出血のために、脳の神経細胞に栄養や酸素が行きわたらなくなることで

その部分の脳の神経細胞が死んでしまったり、神経のネットワークが壊れてしまう

病気である。

特徴的な症状

●障がいの部位により、手足の麻痺や意欲の低下、感情障がい、構音障がいなどが

ある ※構音障がい：発音に支障をきたしていること

●まだら状の症状（ある部分はできる。ある部分はできない。）

●感情を抑えられない
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（４）前頭側頭型認知症（ピック病）

どんな病気？

脳の中の前頭葉と側頭葉の神経細胞が少しずつ壊れていく病気です。

特徴的な症状

●性格変化が現れる

●怒りっぽくなる

●同じルートを毎回通らないと気がすまなかったり、同じ行動や言葉を繰り返す

若年性認知症 ６5歳未満で発症する認知症の総称

①若年性認知症患者数は、全国で約３７８，００人

１８～６４歳人口における人口１０万人あたりの若年性認知症者数は約５０人

推定発症年齢の平均５１．３歳（厚生労働省 研究報告書 ２００９年３月）

②原因疾患は多様

③若年性認知症と診断されるまでに時間を要する→異変に気づいたら、早期受診

若年性認知症の支援策

●企業の障がい者雇用

●精神障害者保健福祉手帳の取得による税制の優遇措置

●自立支援医療制度（精神通院医療）医療費の自己負担額の軽減

●障害年金の受給

●要介護（要支援）認定を受けることによる介護保険サービスの利用 等

間接的に脳が障害される認知症

①内科的な病気

甲状腺機能低下症 症状：倦怠感、記憶力低下、むくみ、体重増加など

糖尿病

②頭部の病気

正常圧水頭症 症状：歩行障害、尿失禁、認知症症状→手術で症状が改善す

る可能性がある

慢性硬膜下血腫 症状：認知症症状、意識障害、手足の運動障害などが特徴

→手術で症状の改善が期待できる

③薬の影響 高齢者の薬の服用には注意が必要
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２．認知症の進行状況にあわせた対応

①認知症の疑いがある
②認知症はあるが日常生活は自立状態

③生活支援に加え、介護も必要な状態 ④多くの場合で介護が必要な状態 ⑤全面的な介護が必要な状態

□もの忘れの自覚がある
□言葉が出にくく「あれ、それ」と言う
□同じことを何度も言ったり、聞いたりする
□モノを盗られたと言う
□薬の飲み忘れが多くなる
□買い物の小銭が払えない
□置き場所を探し回る

□買い物やお金の管理などにミスが目立つ
□季節に応じた服が選べない
□料理がうまくできない
□同じ物ばかりを買う
□外出先から家へ戻れない
□昼夜逆転がある
□物を盗られたなどの妄想や攻撃的な言動があ
る
□今まで使っていた電化製品等が使えない

□質問に答えられない
□家族の顔や名前がわからない
□会話が成立しない
□食べ物以外の物を口に入れようとする
□時間･場所・季節がわからない
□うまく歩けない
□箸などの道具が使えない
□着替えや排泄がうまくできない

□言葉が減り、声かけの反応が少なくなる
□ほぼ寝たきりで意思の疎通が難しい
□うまく飲み込めない。口から食事が摂りにくく
なる
□誤嚥や肺炎をおこしやすい

●相談する
　今までと違うことに気づいたり、不安を抱えたりすることがあれ
ば、かかりつけ医などの医療機関や地域包括支援センターなどに
相談しましょう。

●本人の不安を和らげる
　大事なことや予定は書きとめましょう。
　ゆっくり短い言葉で、ひとつずつ伝えましょう。
　時間の見当がつく工夫をしましょう。

●居場所や仲間を増やす

●知らせておく
　親戚や近所の方、知人に認知症のことを伝えておきましょう。

●介護サービスを利用する
　ケアマネジャーなどと相談し、本人の希望や認知症の状態
にあわせながら、必要な介護サービスを組み合わせて活用し
ましょう。

●見守りの体制を充実させる
　家族だけで支えるのでなく、地域の方や民生委員、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
周囲の人を増やしましょう。

●今後の見通しを立てる
　必要に応じて施設の情報や金銭管理など、本人の希望も含
めて家族で話し合っておきましょう。

●住まいの環境を整える
　家族内での事故も増えるので、介護保険による住宅改修を
行うなど､生活環境を整えましょう。

●悪質商法などから守る
　判断能力の低下につけ込まれて、悪徳商法などの被害に
遭う危険があります。成年後見制度の利用等などで被害を防
ぎましょう。

●介護サービスを利用する
　ケアマネジャーなどと相談し、本人の希望や認知症の状態
にあわせながら、必要な介護サービスを組み合わせて活用し
ましょう。

●今後の見通しを立てる
　必要に応じて施設の情報や金銭管理など、本人の希望も含
めて家族で話し合っておきましょう。

●住まいの環境を整える
　介護保険による住宅改修や福祉用具等を活用し環境を整
えましょう。

●介護する家族の健康や生活を大切に

する

●介護と看護を充実させる
　体調の管理が大切です。かかりつけ医やその他の専門職と
相談しながら、介護と看護の両面を充実させましょう。

●コミュニケーションを工夫する
　言葉による意思の疎通が難しくなってきたら、しぐさや表情、
スキンシップなど、言葉以外のコミュニケーションの方法を工
夫して、本人を安心させましょう。

●今後の見通しを立てる
　必要に応じて施設の情報や金銭管理など、本人の希望も含
めて家族で話し合っておきましょう。また延命措置の選択な
ど、看取りの方法についても話し合っておきましょう。

●介護する家族の健康や生活を大切に
する

医療

相談

予防

見守り

介護

家族支援

認知症の段階

本人の様子

対応の

ポイント

かかりつけ医　　　　　認知症初期集中支援チーム　　　　　認知症専門医　　　　　認知症疾患医療センター　　　　　

美馬市地域包括支援センター（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員）　美馬市長寿･障がい福祉課　　居宅介護支援事業所　徳島県認知症コールセンター他

介護予防教室（いきいきサロン、いきいき百歳体操、運動機能向上介護予防教室）

地域住民／民生委員／友愛訪問員／小地域ネットワーク／認知症サポーター／見守り協定事業所／配食サービス（安否確認）／緊急通報装置　　

宅配サービス／移動販売／シルバー人材センター

通所介護／訪問介護等

総合事業･介護保険の検討→総合事業･介護保険の申請→介護サービスの利用

認知症の人と家族の会／オレンジの会（認知症カフェ）

自宅／高齢者向け住宅（ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）／介護老人保健施設／介護老人福祉施設

生活支援

住まい

主
な
支
援
の
例
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３．認知症の受診と治療

①認知症は早期の発見が大切です

認知症は早期発見と治療がとても大切な病気です。完治が難しい病気とされています

が、早期に発見して適切な対処をすれば、その人らしい充実した暮らしを続けることが

できます。

早期発見のメリット

①早期発見で改善も期待できる

認知症の原因になる病気はさまざまですが、早期に発見し早期に治療をはじめる

ことで、改善が期待できるものもあります。

②進行を遅らせることができる

認知症の症状が悪化する前に適切な治療やサポートを行うことによって、その進

行のスピードを遅らせることができる場合があります。

③事前にさまざまな準備ができる

早期発見によって、症状が軽いうちに本人や家族が話し合い、今後の治療方針

を決めたり、利用できる制度やサービスを調べたりすることで、事前に準備するこ

とができます。

②認知症が疑われるサイン

認知症による変化は、本人よりも周囲の人が気づきやすいことも多いので、

身近な家族などが一緒にチェックしてみましょう。チェックが入った項目が

多いほど認知症の可能性が高いと言えます。

※このチェックは、認知症の診断をするものではありませんので、ご了承ください。
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～チェック項目～

□直前にしたことや話したことを忘れてしまうようになった

□同じことを何回も言ったり、聞いたりしたりするようになった

□置き忘れやしまい忘れが増えて、いつも捜しものをしている

□知っているはずの人やものの名前が出てこなくなった

□つじつまの合わない作り話をするようになった

□以前にくらべ、ささいなことで怒りっぽくなった

□おしゃれや清潔感など身だしなみに気を使わなくなった

□今まで好きだった趣味などへの興味や関心がなくなった

□外出したり、人と会ったりするのをおっくうがり、嫌がるようになった

□今までできていた家事、計算、運転などのミスが多くなった

□日付や時間を間違えたり、慣れた道で迷ったりするようになった

□財布が見当たらないときなど、盗まれたと人を疑うようになった

③受診のポイント

●まずはかかりつけ医に相談しましょう。

かかりつけ医は本人や家族のことをよく知っています。必要に応じて、専門の医療

機関を紹介してくれます。

※もし、かかりつけ医がいない場合は、地域包括支援センター等に相談しましょう。

●気になることのリストを作成しましょう。

本人や家族からの情報は診断にとても重要になります。医師に伝えたいことをまと

めておくと良いでしょう。

リストアップの内容 可能であれば必要な情報

●いつ頃から性格や習慣に変化が起きたか ●生年月日、出身地、学歴、

またどんな変化か 家族構成、職歴

●困っている症状は､どんな症状か ●生活習慣：運動習慣、趣味、

●症状は日や時間帯で変動があるか 飲酒・喫煙の有無、食事の傾

●既往歴（過去の病歴及び健康状態に関する記録） 向等

●服用している薬

④認知症の治療

薬や適切なケアによって認知症の進行や症状を抑えることができます。

また、さまざまなサービスを上手に利用することで、本人や家族にとって、

よりよい生活を送ることができます。
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●薬物治療

高齢者は、複数の疾患や症候を合併していることも多く、多剤を服用している場合

があります。高齢者は若年者とくらべ、薬物の代謝・排泄機能が低下しており、十分

な注意が必要です。医師と相談しながら治療を継続しましょう。

日常生活の障がいは、時間とともに進行します⇒治療をすることで進行が緩やかになります。

治療開始

高 治療している場合

進行が緩やかになる

治療しない場合

低

治療薬には、貼り薬やのみ薬など、症状や重症度による使い分けが行われています。

●薬物療法以外の治療法

役割や出番を確保することが自分の存在感を再確認するチャンスになり、自発性

を引き出すことにつながります。

回想法

若い頃の思い出話しなど、昔のことを思い出し、脳を刺激することができます。

認知リハビリテーション

音読、書き取りや計算問題などのドリルは脳の活性化に役立つと考えられてい

ますが、本人が積極的でないときに強要するとかえって逆効果になることがあり

ます。

音楽療法・園芸療法

音楽を鑑賞したり、演奏すること、花や野菜を育てることは感情の安定や自発

性の改善に役立ちます。

運動療法

ウォーキングや体操などの有酸素運動が脳の活性化が促されます。

ペット療法

動物とのふれあいを通じて、感情の安定につながります。

芸術療法

絵画や陶芸などを通じて、感性や創造性を活性化し、脳を刺激します。

日
常
生
活
の
能
力

時間
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４．認知症を予防しよう

認知症の原因の一つである生活習慣病の予防・治療をしっかりと行い、健康

的な生活を送ることが認知症予防につながります。

食習慣 運動

バランスの良く、規則正しく食べて 体力に見合った適度な運動を続けて

低栄養にならないようにしましょう。 楽しく体を動かしましょう。

★たんぱく質･ビタミン・ミネラル ★軽く汗をかく程度のウォーキングが

を含んだ食事をとる おすすめ！

★塩分は控えめに ★仲間と行う【いきいき百歳体操】や

★水分を十分にとる 【介護予防教室】【スポーツクラブ】

★飲酒は適量に などに参加し、筋力アップ！

★よく咬んで食べる ☎０８８３－５２－５６１３

人とのつながりを大切にしましょう。 生活習慣病の予防や改善は､認知

★地域活動に参加する 症予防につながります。治療中の

【いきいきサロン】【ボランティア活動】 方は悪化させないことが大切です。

などに参加 ★定期健診･定期受診を受ける

★趣味を楽しもう ★禁煙する

★できる家事を続けよう ★薬をきちんと服用する

★手先を使う

食べる前には口腔ケアをしましょう

★定期的に歯科検診を受ける

★口腔機能をあげる口の体操をする

食事前に行う【パ、タ、カ、ラ】を繰り返す発声練習をする

運 動

人との交流

食 習 慣

生活習慣病を予防、改善

口腔ケア
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５．認知症の方とその家族を支える取り組み

認知症やその介護についての悩みや不安がある場合は、本人や家族だけで抱え込ま

ず、かかりつけ医をはじめ、市の担当窓口、専門機関などに早めに相談しましょう。

◆ 相談する ◆

①地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、さまざまな支援を行う総合

相談機関です。専門スタッフが、介護や介護予防の相談をはじめとして、医療や福

祉サービスを利用するための連絡や調整、虐待防止や権利擁護の支援などを行って

います。

●お問い合わせ：美馬市地域包括支援センター ☎0883-52-5613

②認知症初期集中支援チーム

認知症の早期診断･早期対応を目的として、専門医（サポート医）と医療保健福祉

の専門職で構成された専門職のチームです。認知症の方やその家族から依頼を受けた

チーム員が自宅を訪問し、早期に医療や介護サービスにつなげられるようサポートし

ます。

●お問い合わせ：美馬市地域包括支援センター ☎0883-52-5613

③認知症地域支援推進員

認知症の方やその家族の相談支援を行います。認知症の方や家族が状況に応じて必

要な医療や介護等のサービスが受けられるよう医療機関等関係機関との連携や連絡

調整の支援を行います。

市民の方に身近な病気として認知症を理解していただく活動を行います。

【認知症サポーター養成講座等】

●お問い合わせ：美馬市地域包括支援センター ☎0883-52-5613

④美馬市長寿・障がい福祉課

介護保険の手続きやその他高齢者福祉について相談できます。

●お問い合わせ：美馬市長寿・障がい福祉課 ☎0883-52-5605

⑤美馬市保険健康課

市民の方の健康相談や健康診査等、健康に関するサポートをしています。

●お問い合わせ：美馬市保険健康課 ☎0883-52-5611
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⑥認知症の人と家族の会（徳島県支部）

認知症の人を介護している家族、介護にたずさわる専門職、ボランティアなどが会

員となり、家族のつどい、電話相談、介護セミナーなどを行っている全国的な組織で

す。同じ悩みを持つ家族同士の気持ちの共有や情報交換を行うことができます。

（受付：月～金 10:00～16:00 年末年始･祝日除く）

●お問い合わせ：認知症の人と家族の会 徳島県支部 ☎088-678-8020
(徳島県立総合福祉センター：徳島市中昭和町１丁目 2番地）

⑦徳島県認知症コールセンター

認知症の人やその家族、関係者が抱えるさまざまな不安を軽減するために、認知症

高齢者の介護経験者が、介護に関する悩みなどについて電話で相談に応じています。

（受付：月～金 10:00～16:00 年末年始･祝日除く）

●お問い合わせ：徳島県認知症コールセンター ☎088-678-4707
（認知症の人と家族の会 徳島県支部）

(徳島県立総合福祉センター：徳島市中昭和町１丁目 2番地）

⑧若年性認知症コールセンター

若年性認知症(65歳未満発症)について、専門教育を受けた相談員が相談に応じます。
●お問い合わせ：全国若年性認知症支援センター ☎0800-100-2707
（受付：月～土 10:00～15:00 年末年始･祝日除く）【フリーコール(無料)】
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◆ 医療を受ける ◆

①かかりつけ医

家庭の日常的な診療や健康管理をしてくれているので、身近で、本人や家族との、

信頼関係ができているので、本人に認知症の自覚がない場合などには、受診を勧めや

すい医療機関です。必要に応じて、専門の医療機関を紹介してもらえます。

②認知症疾患医療センター

「徳島県認知症疾患医療センター事業」の指定を受け、

かかりつけ医と連携しながら、認知症に関する診断と相談を行います。

●お問い合わせ：徳島県認知症疾患医療センター

（医療法人桜樹会 桜木病院） ☎0883-52-2583

◆ 権利を守る ◆

①日常生活自立支援事業

認知症などで判断能力に不安のある人が､地域において自立した生活が送れるよう

本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

●お問い合わせ：美馬市社会福祉協議会（地域福祉支援課）☎0883-52-0519

②成年後見制度

認知症などで判断能力が不十分となった人を、法律面や生活面で保護したり、支援

したりする制度です。

●お問い合わせ：美馬市地域包括支援センター ☎0883-52-5613
美馬市社会福祉協議会（地域福祉支援課）☎0883-52-0519

③消費者トラブル

高齢者を狙った悪徳商法、詐欺が増えています。被害に遭わないためには、日頃か

ら家族や地域の人が見守りや声かけを行い、注意を払うようにしましょう。また、被

害にあった時にはすぐに警察や消費生活センターに相談しましょう。

●お問い合わせ：美馬地区消費生活センター ☎0883-53-1541
(美馬市地域交流センター1階【相談のハコ】）

【受付】9:30～16:00（土、祝日、年末年始を除く）
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◆ 地域で見守る ◆

①小地域生活支援ネットワーク事業

認知症高齢者や地域で支援を必要とする人たちを支えるため、小地域生活支援ネッ

トワーク活動ボランティアグループが訪問活動を行っています。

●お問い合わせ：美馬市社会福祉協議会（地域福祉支援課）☎0883-52-0519

②認知症サポーター

認知症サポーター養成講座を受け、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、でき

る範囲での手助けをする人です。その証として【オレンジリング】を持っています。

現在地区組織、生徒、企業などが認知症サポーターとなっています。

●お問い合わせ：美馬市地域包括支援センター ☎0883-52-5613
美馬市社会福祉協議会（地域福祉課）☎0883-53-7432

③配食サービス

65歳以上の単身世帯及び高齢者世帯で見守り､栄養改善が必要で、食事の調理する
ことが困難な方が対象となります。夕食（月･水･金）であり、1食あたり 400円です。
●お問い合わせ：美馬市地域包括支援センター ☎0883-52-5613

④徳島県認知症高齢者見守りセンター

徳島県が認知症による徘徊の「未然防止」と「早期発見」の取り組みを行っていま

す。

市町村から提供された行方不明者の情報を､速やかに警察もしくは県内市町村に提

供する「情報センター機能」の役割を担っています。

●お問い合わせ：徳島県長寿いきがい課 ☎088-621-2202
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