
印西市

印西市高齢者福祉課

印西市マスコットキャラクター
いんザイ君

認知症ケアパスは、認知症の進行とともに変化していく状態に応じた
適切なサービス等の目安を示したものです。

住み慣れたまちでいつまでも

認知症ケアパス
当てはまる項目が2～3項目以上ある場合は、早めの相談を！
早い時期の対応が進行を抑え、その後のその人らしい生活につながります

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。

同じことを何度も言った
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、いつも探しもの
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。

今まですきだった趣味な
どへの興味や関心がなく
なった。

外出したり、人とあったり
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。

※表は目安です。認知症かどうかを判断するものではありません。

認知症が疑われる場合は、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。

令和2年3月

　「認知症になると何も分からなくなる」「認知症の人に関わるとお金を盗んだと疑われる」
「徘徊して行方不明になってしまう」など認知症の人に対するマイナスのイメージはまだま
だ根強く残っています。
　認知症の症状からくるもので、ほんの少し前のことを忘れてしまったとしても、今まで
できていたことができなくなってきても、悲しい、寂しい、嫌だ、うれしい、楽しいといった
感情は、いつも感じていますし、感情の記憶は心に残っています。
　認知症の人とそうでない人と、人間性に何も違いはありません。

※印西市認知症カフェ参加者、「認知症の人と家族の会」千葉県支部協力

相談できる人が
いると安心

素直に「忘れた」
と言えるのは
うれしい

私の話を
真剣に聞いて

自分もできなく
なっていくことは
分かっている

認知症になっても
誇りは持っている

普通に
買い物したり
お出かけしたい

自分にできることは
続けていきたい

家族に迷惑を
かけたくない

心配をかけたくない

子供程度の能力や
経験しかないように

扱わないで

認知症になっても
変わらない態度で
接してくれることが
何よりうれしい

社会の一員として、
何かの役割を
もちたい

同じことを
聞かれても

面倒くさがらないで

禁無断転載ⓒ東京法規出版
1650850

認知症の人のこころを理解しましょう

●認知症専門医＆認知症サポート医のいる病院

●認知症疾患医療センター（千葉県ホームページより近隣のみ抜粋）

　かかりつけ医がいる場合は、普段の様子をよく知っているかかりつけ医にまずは
相談しましょう。かかりつけ医がいない場合は下段を参考に、相談できる医療機関
を探しましょう。

　認知症についての専門医療相談、鑑別診断と認知症に伴う行動及び心理症状への初期対応、合併症への対応
などを行う医療機関です。

備   考

市
　
　内

市
　
　外

医療機関名 住   所 電   話

月水木金土　午前8時30分～11時30分
火水　午後2時～5時30分

水曜日（第1・4・5）
午後2時～3時30分、要予約

医｠療

千葉新都市
ラーバンクリニック

日本医科大学千葉北総病院
もの忘れ外来

月火水金土　午前9時～正午千葉ニュータウン
クリニック

月火水金　午後3時30分～6時
土　午後2時30分～5時

千葉ニュータウン
サザンクリニック

東京慈恵会医科大学
附属柏病院

電話・FAX・ホームページ
から要予約コスモスの丘診療所

草深138

鎌苅1715

40-7711

99-1111

内野1-5-1 46-4744
FAX 46-2565

中央南1-7-4 85-4744
FAX 85-4745

水曜日（第2・第4午後）
予約優先

聖隷佐倉市民病院
ものわすれ外来

佐倉市江原台
2-36-2 043-486-1151

月～金
午前9時～午後4時

東邦大学医療センター
佐倉病院

佐倉市下志津
564-1 043-462-8811

火、祝日以外の受付 
時間内に要問合せ千葉白井病院 白井市復1439-2 047-497-6800

月～土（祝・日除く）
午後2～4時受付柏市柏下163-1

04-7164-1111
【内線】2222
精神神経科外来

牧の原1-3
プレーゲ印西牧の原内

050-5318-8824
FAX 020-4664-1534

備   考医療機関名 住   所 電   話

日本医科大学千葉北総病院

八千代病院

旭神経内科
リハビリテーション病院

千葉病院

北柏リハビリ総合病院

月～金　午前9時～午後3時

月～水、金～土 
午前9時～午後4時30分

千葉大学医学部附属病院

印西市鎌苅1715

八千代市下高野549

松戸市栗ヶ沢789-1

船橋市飯山満町
2-508

千葉市中央区亥鼻
1-8-1

柏市柏下265

0476-99-1111

047-488-2071

047-330-6515

047-496-2255

043-226-2736

04-7110-6611 月～金　午前9時～午後4時

 予約が必要な場合もありますので、受診前に必ず病院に問い合わせて下さい。

月～土　午前8時30分～午後5時 

月～金　午前9時～午後4時

月～土　午前9時～午後５時

認知症の人の声を聞いてみよう

〈市外局番：0476〉



本人や周りの人が
やっておきたいこと
決めておきたいこと

本人の様子や症状

介護保険 申請の相談 介護認定の取得 介護サービスの利用 家族の介護疲労の軽減

地域包括支援センター　　千葉県若年性認知症専用相談窓口　　ちば認知症相談コールセンター　　若年性認知症コールセンター　　　

いんざい健康ちょきん運動
動いて！ 認知症予防講座　　脳の健康教室　　出前講座
介護支援ボランティア

シルバー人材センター　　高齢者就労支援センター

障害者就労支援相談　　障害者就業・生活支援センター

ゆうゆうサービス　　　　　　　　ワンコインサービス　　　　　　　　外出支援サービス　　　　　　　　配食サービス　　　　　　　介護用品貸出　　　　　　　　福祉カー貸付事業

民生委員　　　　　　　印西市社会福祉協議会　　　　　　生活支援コーディネーター　　　　　　消費生活センター　　　　　警察　　　　　　民間配食サービス　　　　　移送サービス　　　　　　

福祉タクシー　紙おむつ給付　  通所介護　認知症対応型通所介護　小規模多機能型居宅介護　通所リハビリ　
訪問リハビリ　訪問入浴介護　訪問介護　ショートステイ　福祉用具貸与・購入　住宅改修　

認知症カフェ（オレンジカフェ）

SOSネットワーク
緊急通報装置サービス　　　　　救急医療情報キット配布　　　　　認知症サポーター　　　　　配食サービス

日常生活自立支援事業
成年後見制度　　　　消費生活相談

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　　　　　　　　　　
認知症初期集中支援チーム　訪問看護　訪問薬剤師　訪問診療　訪問歯科診療　居宅療養管理指導　訪問看護　通所リハビリ　訪問リハビリ　介護老人保健施設　介護療養型医療施設　

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）　 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

通所介護　　　　通所型サービス　　　　認知症対応型通所介護　　　　小規模多機能型居宅介護　　　　通所リハビリ
いんざい健康ちょきん運動 　　   高齢者クラブ　　　ふれあいサロン　　　ふれあい給食　　　老人福祉センター　　　老人憩いの家

認知症カフェ（オレンジカフェ）　　認知症の人と家族の会千葉県支部

■友人や地域とのつながりを大切に
しましょう
■今までやってきたことをやめずに
続けましょう
●地域の活動
●サークル
●ボランティア　等

●なんとなくおかしいと感じて不安になる
　（例）頭に霧がかかったような気がする…

　気分が落ち込む等

●約束を忘れることがある
●趣味や好きなテレビ番組に関心がなく
なってきた

●不安や焦りがあり、怒りっぽくなる
●ものの置き忘れが増えたり、いつも探
し物をしている

●日にちや時間がわからなくなる
●同じことを何度も言ったり聞いたりする
頻度が増える

●食事をしたことを忘れる
●同じものばかり着ている
●ゴミ出しができなくなる
●通帳などの保管場所が分からなくなる

●電話の対応や訪問者の対応が一人で
は難しくなる

●同じ食材を買い込む
●季節に合った服が選べない
●財布や通帳を盗られたなどの妄想がある
●家電の操作が難しくなる
●たびたび道に迷う

●表情が乏しくなる
●自分で食事ができなくなる
●誤嚥や肺炎を起こしやすい
●言葉によるコミュニケーションが難しい
●便や尿の失禁が増える
●歩行が困難
●起き上がるのに介助が必要

●トイレの場所がわからない
●質問に答えられない
●会話が成立しなくなる
●家族の顔や名前がわからなくなる
●食べ物でないものを口に入れる
●洋服の着かたがわからない
●自分がいる場所が分からなくなり、 家
に戻れなくなる

■本人の「得意」を活かし、その人らしい生活をいかにして送っていくのかを
考えていきましょう

■食事、排せつ、清潔などの介助が必要になり、合併症が起きやすいことを
理解しましょう

■一人で介護を抱え込まないように、介護サービスや医療サービスを利用して
お互いにリラックスできる時間をもちましょう

■施設での生活を希望する場合は早めにいくつかの施設を見学しておきましょう
■どのような終末期を迎えるか家族間でよく話し合っておきましょう

■できないことや間違いがあっても、責めたり否定したりしない
ようにしましょう

■火の不始末や道に迷うなどの事故に備えて安全対策を考えて
おきましょう

■一人で悩みを抱え込まず、身近に相談できる人をみつけておき
ましょう

■一人で行うのが難しいことは周りの人に手伝ってもらいましょう
■今まで通り、外出したり人に会う機会をもちましょう
■認知症カフェの参加も良いでしょう
■今後の生活設計についても考えておきましょう
■将来に備えて成年後見制度等の利用について検討しましょう

家族支援

相　談

安否確認・見守り

権利・財産を守る

医療・医療系支援

住まい

介護予防

仕事・役割支援

他者との
つながり支援

生活支援
身体介護

認
知
症
の
人
や
家
族
を
支
援
す
る
体
制

ケアパス ここには認知症の半数を占める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、全ての方にあてはまるものではありませんが、今後の道筋として参考にしてください。

 健　康  あれ？物忘れかな そろそろ誰かの見守りが必要 日常生活に手助けが必要 常に手助けが必要認知症の進行に応じた変化
●地域包括支援センター
　要支援 1・2 の方の介護予防支援を行うほか、地域で暮らす高齢者のみ
なさんを、介護・福祉・健康・医療などを総合的に支援する相談窓口です。
認知症地域支援推進員・千葉県認知症コーディネーターが配置されています。 〈市外局番：0476〉

圏域 地　区 担当地域包括支援センター・連絡先

北
　部

木下・木下南・竹袋・別所・宗甫・木下東・平岡・小林・小林北
小林浅間・小林大門下・大森・鹿黒・鹿黒南・亀成・相嶋・浅間前
浦部・浦部村新田・白幡・浦幡新田・高西新田・小倉・和泉・牧の台

印西北部地域包括支援センター
大森 2551-4　
☎ 85-4085

南
　部

印
　旛

小倉台・大塚・牧の木戸・木刈・武西学園台・戸神台・中央北
中央南・内野・原山・高花

印西南部地域包括支援センター
中央北 1-469　アルカサール内
☎ 37-3120

船
穂
・

牧
の
原

武西・戸神・船尾・松崎・松崎台・結縁寺・多々羅田・草深・東の原
西の原・原・泉・牧の原・泉野

船穂・牧の原地域包括支援センター
草深 924　そうふけふれあいの里内
☎ 29-4001

瀬戸・山田・平賀・平賀学園台・吉高・萩原・松虫・岩戸・師戸
鎌苅・大廻・造谷・吉田・つくりや台・美瀬・舞姫・若萩

印旛地域包括支援センター
美瀬 1-25　印旛支所分庁舎内
☎ 33-7062

本
　埜

中根・荒野・角田・竜腹寺・惣深新田飛地・滝物木・笠神・行徳・川向
下曽根・中・萩埜・桜野・押付・佐野屋・和泉屋・甚兵衛・立埜原
松木・中田切・下井・長門屋・酒直卜杭・安食卜杭・将監・本埜小林
滝野・みどり台

本埜地域包括支援センター
笠神 2587　本埜保健センター内
☎ 85-4845

●印西市役所　高齢者福祉課　介護保険係
介護保険料などの相談

●印西市役所　高齢者福祉課　介護認定給付係
介護保険・介護保険サービスなどの相談

●印西市役所　高齢者福祉課　包括支援係
介護・福祉・健康・医療などの相談

●印西市役所　高齢者福祉課　生きがい支援係
高齢者福祉サービスなどの相談

●ちば認知症相談コールセンター
介護経験者による相談　
午前10時～午後4時（月・火・木・土曜日、祝日・年末年始除く）

●認知症の人と家族の会　千葉県支部
介護に関する悩みを相談できるほか、県内各地で介護者のつどいを開催しています。

●千葉県若年性認知症専用相談窓口（千葉大学医学部附属病院内）
若年性認知症コーディネーターによる若年性認知症に関する様々な相談
午前9時～午後3時（月・水・金曜日、祝日・年末年始除く）

●若年性認知症コールセンター
若年性認知症に関する様々な相談について、専門の教育を受けた相談員が対応します。
午前10時～午後3時（月～土曜日）

●消費生活センター
相談員による消費生活における商品などの苦情や、契約をめぐるトラブルなどの相談・情報提供を行います。
午前9時30分～午後4時30分（正午～午後1時、土祝休日・年末年始除く）

●障害者就業・生活支援センター
千葉県の指定により、圏域市町村内における就業と生活の一連の生活サポートを行います。
（相談は誰でも可。支援の対象は障害者手帳をお持ちの方）

●印西市社会福祉協議会
各種福祉サービスや相談のほか、各地域でふれあい会食やサロンが開催されています。

☎ 33-4623

☎ 33-4624

☎ 33-4593

☎ 33-4592

☎ 043-238-7731

☎ 043-226-2601

☎ 0800-100-2707

☎ 42-3306

☎ 043-235-7350

☎ 043-204-8228

☎ 42-0294

相｠談

■周りの人に相談してみましょう
■一日の計画を立てて行動してみましょう
■地域包括支援センターに相談しましょう
■かかりつけ医に相談しましょう
■外出の機会をもちましょう
■本人の話をじっくり聞きましょう
■本人の不安に寄り添いながらさりげなく手助けを
しましょう
■認知症サポーター養成講座などで認知症に関する
正しい知識や理解を深めておきましょう

■認知症カフェの参加も良いでしょう


