
香取市の認知症ケアパス

元気 認知症の疑い 認知症（軽度） 認知症（中等度） 認知症（重度）

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

○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

○物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
算間違いなどが増える

○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

○「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
○物忘れの自覚がない

○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

●本人と一緒に認知症予防に関す
る取り組みを実践

●年齢のせいにせず、気になり始め
たら、早めに専門医や各種窓口に
相談

●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

●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

●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

認知症予防・閉じ
こもり予防

相談機関

医療機関

介護保険サービス

権利擁護・安否確
認・見守り

支
援
の
内
容

◎「ケアパス」とは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のサービスが

　受けられるのか」といったケアの流れを説明するものです。

認知症の段階
自立

本人の様子

家族の心得・
対応のポイント

介護予防事業・介護予防サポーター養成講座

生きがい活動支援通所事業（ミニデイ） 資料 Ｐ３

地域包括支援センター（認知症相談窓口／認知症地域支援推進員） 資料 Ｐ２ ・ 消費生活センター 資料 Ｐ４

認知症対応医療機関・認知症疾患医療センター 資料 Ｐ２

介護保険サービス 資料 Ｐ３

民生委員・緊急通報装置・見守りネットワーク・配食サービス 資料 Ｐ3

かかりつけ医・認知症サポート医 資料 Ｐ5

認知症カフェ・認知症サポーター 資料 Ｐ４

日常生活自立支援事業 ≫≫ 成年後見制度 資料 Ｐ3

認知症初期集中支援チーム
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＜佐原・栗源地区の人＞

佐原地域包括支援センター 佐原ロ2127 50-1231

＜小見川・山田地区の人＞

小見川地域包括支援センター 羽根川38 82-0718

認知症の診断

認知症疾患医療センター

（旭中央病院）
旭市イ１３２６ 0479-63-8111

物忘れ外来

（小見川総合病院脳外科外来）
南原地新田４３８ 82-3161

医療法人社団見龍堂医会　松浦

医院　佐原分院
佐原イ２６８４ 79-6111

病院の認定看護師さん

県立佐原病院 佐原イ2285 54-1231

電話相談

認知症コールセンター
千葉市中央区千葉港４－３

千葉県経営者会館5階513号室
043-238-7731

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

千葉市認知症疾患医療センター
043-226-2601

若年性認知症コールセンター 愛知県大府市半月町三丁目294 080-0100-2707

若年性認知症サポートセンター
東京都新宿区新宿1-25-3　エク

セルコート新宿302
03-5919-4186

認知症110番

公益財団法人 認知症予防財団
0120-654-874

認知症の総合相談・高齢者虐待の相談

香取市の認知症の人と家族を支えるサービス　　　　資料

認知症に関する電話相談が受けられます
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電話健康相談

健康相談ダイヤル２４
健康づくり課

（委託事業）
0120-110-474

権利擁護

日常生活自立支援事業

「すまいる」

成年後見事業

千葉県後見支援センター
千葉市中央区千葉港4-3　千

葉県社会福祉センター2階
043-204-6012

法テラス　サポートダイヤル

（日本司法支援センター）
0570-078-374

社会福祉課の相談

見守りネットワーク登録

あなたの地区の民生委員

高齢者福祉課の相談

 　介護保険の申請

　介護予防事業申込み

　介護予防サポーター養成事業

　認知症サポーター養成講座申

込

　配食サービス事業申請

　緊急通報装置設置事業申請

　生きがい活動支援通所事業

　（ﾐﾆﾃﾞｲ）

　紙おむつ特別給付事業…他

サービスの利用には対象となる条件がありますのでご
確認ください

佐原ロ２１２７ 50-1208

認知症の人の財産管理について支援します

お住いの地域での見守りや相談にのってくれます

佐原ロ２１２７ 50-1209

健康問題の他、薬や介護に関する電話相談が受けられ
ます

佐原ロ2116-1

（香取市社会福祉協議会）
54-4410
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家族の会

認知症高齢者家族のつどい：

白ゆりの会（高木　道子代表）
090-7280-3016

認知症カフェ

くつろぎカフェ　水都苑

　　　　（毎月第1日曜日）
小見川676-2 82-3388

おれんじ喫茶

　　　　（毎月第４火曜日）
佐原イ88-3 090-9365-3634

くさかべカフェ

　　　　（毎月第３土曜日）
府馬3490-1 78-1151

香取市社会福祉協議会

　本所 佐原ロ2116-1 54-4410

　小見川支所
本郷62　小見川社会福祉セ

ンター内
83-7071

　山田支所 仁良300-162　山田支所内 78-1056

　栗源支所
岩部700　栗源市民セン

ター内
75-2118

保健所

香取健康福祉センター 佐原イ92-11 52-9161

消費生活相談

香取市消費生活センター 佐原ロ2127 50-1300

千葉県消費者センター 047-434-0999

購入トラブルや悪徳商法について

認知症介護をされている仲間が交流会や施設見学等を
しています

認知症のご本人、ご家族の憩いの場所です

予約制で、専門医の精神保健福祉相談が受けられます

地区社協の活動や日常生活自立支援事業「すまい
る」・ボランティアセンター等があります
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かかりつけ医

認知症サポート医

1 山野病院　 山野　敬彦 佐原イ3416 55-1225

2 あいざわクリニック 会沢　昌倫 佐原イ2403-1 55-8001

3 坂本医院 坂本　文夫 佐原ロ2028-43 52-3381

4 鴇田医院 鴇田　純一 岩部1388 75-2008

5 たもつ内科小児科医院 保津　豊徳 北2-14-8 55-8123

6 石井内科医院 石井　從道 佐原イ1700 55-1414

7 国保小見川総合病院 寺本　修 南原地新田４３８ 82-3161

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者

1 越川クリニック 越川　陽一 北1-10-3 55-8030

2 布施外科医院 布施　修一 佐原イ66 52-4580

3 榊原医院 榊原　雅博 佐原イ750 52-2820

4 越川医院 越川　健夫 佐原イ753 52-5202

5 山野病院　 山野　敬彦 佐原イ3416 55-1225

6 佐原泌尿器クリニック 今津　嘩 谷中671-1 54-3390

7 篠塚医院 佐藤　大祐 三ノ分目255-7 52-2588

8 石橋医院 石橋　正彦 小見川548 82-2203

9 坂本医院 坂本　文夫 佐原ロ2028-43 52-3381

10 東葉クリニック佐原 大森　耕一郎 北2-14-5 55-8801

11 たもつ内科小児科医院 保津　豊徳 北2-14-8 55-8123

12 島﨑医院 島崎　哲弥 北3-4-8 55-1221

13 鴇田医院 鴇田　純一 岩部1388 75-2008

14 根本医院 根本　雄治 佐原イ1693 54-2823

認知症サポート医が都道府県医師会と連携して、地域のかかりつけ医に対し、認知症に関する
知識・技術や家族支援のための地域資源との連携などについて行った研修を受けた医師です。

医療機関の情報（認知症関連）　　　　　　　資料

認知症の治療は長く続くうえに、日常生活での困りごとが起こってくる場合もあります。身近
にかかりつけ医療機関があれば、安心できます。確定診断や、症状の変化などで専門医を受診
する場合も、紹介状を書いてもらうとスムーズに受診できます。

国が進める「サポート医研修」を受け、認知症に関する専門的知識・技術を持って、かかりつ
け医への助言や、地域の認知症医療に中心的役割を担う医師です。

ｓ
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