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この冊子は、認知症の方とそのご家族の
不安を少しでも軽くできるように、認知症
の進行状況に応じて、どのようなサービスや
支援を利用できるのかをまとめたものです。
このケアパスを活用し、認知症について
理解していただくとともに、認知症になっ
ても、住み慣れた地域でできるだけ自分ら
しい生活を送っていただければ幸いです。

認知症ケアパス
（認知症ガイドブック）

野田市 
お住まいの地区の担当センターにて、お問い合わせ、ご相談をお受けいたします。

地域包括支援
センター 住　　所 電話・ファクス 担当地域

東部地区
地域包括支援
センター

〒278-8550
野田市鶴奉7-1
野田市役所
介護保険課内

【電話】
04-7125-1111
（内線）2128、2138、2168

【ファクス】
04-7123-1095

東部地区
目吹、金杉、鶴奉、柳沢、宮崎、横内、
中根、大殿井

中央地区
地域包括支援
センター

〒278-0037
野田市野田754-1
特別養護老人ホーム
ふれあいの里内

【電話】
04-7136-2301

【ファクス】
04-7136-2307

中央地区
野田、上花輪、中野台、清水、堤台、�
中野台鹿島町、上花輪新町、清水公
園東一丁目～二丁目、桜の里一丁目
～三丁目、つつみ野一丁目～二丁目

南部・福田地区
地域包括支援
センター

〒278-0022
野田市山崎2723-3
特別養護老人ホーム
椿寿の里内

【電話】
04-7123-7066

【ファクス】
04-7122-5005

南部地区
山崎、今上、桜台、花井、堤根、山崎貝
塚町、山崎梅の台、花井一丁目、みず
き一丁目～四丁目、桜木、山崎新町

福田地区
下三ケ尾、三ツ堀、瀬戸、瀬戸上灰毛、
木野崎、上三ケ尾、二ツ塚、西三ケ尾

北部・川間地区
地域包括支援
センター

〒270-0237
野田市中里43-3
特別養護老人ホーム
松葉園内

【電話】
04-7128-0113

【ファクス】
04-7128-0112

北部地区
岩名、五木、谷津、吉春、蕃昌、座生、
五木新田、七光台、岩名一丁目～二
丁目、五木新町、春日町、谷吉、泉三
丁目、光葉町一丁目～三丁目

川間地区
船形、中里、尾崎、東金野井、長谷、
小山、莚打、日の出町、尾崎台、泉一
丁目～二丁目

関宿地区
地域包括支援
センター

〒270-0213
野田市桐ケ作666
特別養護老人ホーム
関宿ナーシングビ
レッジ内

【電話】
04-7196-5588

【ファクス】
04-7196-5599

関宿地域
関宿台町、関宿江戸町、関宿町、関
宿元町、関宿内町、関宿三軒家、関
宿台町番外、平成、平井、東宝珠花、
次木、親野井、古布内、桐ケ作、柏
寺、新田戸、中戸、東高野、西高野、
関宿江戸町飛地、関宿元町飛地、は
やま、中戸谷津、なみき一丁目～四
丁目、木間ケ瀬、岡田、丸井、岡田新
田、木間ケ瀬新田

地域包括支援センターのご案内

野田市 保健福祉部 介護保険課
　〒278-8550　野田市鶴奉7 番地の1　　☎04-7125-1111㈹

野田市
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　認知症は、脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなった
りすることにより、日常生活に支障がある状態のことを言いま
す。原因となる病気はいくつもありますが、誰にでも起こりう
ることを理解しておきましょう。加齢によるもの忘れや心の病
気と混同されることもあるので、心配なときは、かかりつけ医
を受診して相談しましょう。

認知症って

どんな
病気？

認
知
症

もの忘れの自覚があると
きとないときがある

ご飯を食べたことなど体
験したこと自体を忘れる

判断力が低下する 時間や場所、人との関係が
分からなくなる

老
化
に
よ
る
も
の
忘
れ

もの忘れの自覚はある ご飯のメニューなど体験
の一部を忘れる

判断力の低下は
見られない

時間や場所、人との関係
などは分かる

何だった
かしら 大変！

消し忘れて

いたわ！

ど、 どうしようっ！

▼認知症の症状
　認知症の症状はさまざまですが、「中核症状」と「周辺症状」の2種類に大きく分けられます。
　「中核症状」は記憶や判断力、時間や場所の認識などの認知機能が損なわれる認知症本来の症状です。
　「周辺症状」は中核症状をもとに本人の性格や周囲との関わり方、環境などが関係して引き起こされ
る症状で、認知症の症状として知られる「徘徊」や「ものとられ妄想」などは「周辺症状」です。

周辺症状はこのようにあらわれます
財布をしまった場所が思い出せない
「記憶障がい」（中核症状）

▼
私がなくすわけがない。
普段部屋に入るのは世話をしてくれる家族だけだ。

▼
家族が盗んだと思い込む「妄想」（周辺症状）

▼認知症と老化によるもの忘れとの違い

? ごはんは
まだ？

?

ゆうべ
何食べたっけ？

どちらさんかね？

おじいちゃん！

ぼくだよ！！

あなた確か
お隣の ･･･
えーと

○○です
こんにちは

中核症状������������������
◦�ものごとを思い出せない。覚えられない。
　「記憶障がい」
◦時間や場所が分からなくなる。
　「見当識障がい」
◦判断力、理解力、思考力などが低下。 など

周辺症状������������������
◦徘徊　��◦妄想　��◦不安　��◦幻覚　など

認知症を理解しよう 　認知機能が低下することで、いろいろなことが分からなくなってき
ても、その人らしさや感情が無くなっているわけではありません。関
わり方次第では、介護者を悩ませる周辺症状の多くを和らげることが
できます。

認知症の
方への

接し方

　ただし、認知症の方の介護に絶対はありませんし、今日うまくいった対応が明日もうまくいく
とは限りません。「こうすべき」、「こうしてはいけない」とあまり思い込まずに関わり方の参考
にしてください。

なじみの環境を保つことも大切です。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。

ポイント①
気持ちに寄り添い自尊心を傷つけない

ポイント②
本人のペースにあわせる

ポイント③
笑顔でにこやかに接する
認知症の方の抱え
る不安を和らげ、寂
しい思いをさせない
ために笑顔やスキン
シップも大切です。

　認知症は一般的には高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症した場合は、「若年性認知症」と言います。
　また、認知症ではないものの、認知機能が年齢相当の低下を超えて衰えた状態をMCI（軽度認知障がい）と言い
ます。認知症は進行性の病気で、いったん認知症と診断されてしまうと、今の医療では元の状態に戻すことは難しい
と言われています。
　しかし、軽度の状態ならば、認知症になるのを防ぐことができるのではないかと考えられるようになってきたため、
予防や早期発見、早期治療が重要です。

認知症の主な種類と特徴

※各部の名前はおおよその場所を示します

前頭葉 後頭葉

頭頂葉

海馬

前
ぜん

頭
とう

側
そく

頭
とう

型
がた

認知症
　脳の前の部分（前頭葉）と横の部分（側頭葉）が、
徐々に縮んでいくにつれて、さまざまな症状が引
き起こされる状態のことです。
【症状と特徴】�
　もの忘れよりも、性格変化やコミュニケーション障が
い・行動異常と言った、社会生活上の支障が目立つのが特
徴です。精神疾患と間違われることもあります。
　65歳未満の発症が多く見られます。

レビー小
しょうたいがた

体型認知症
　脳内にたまったレビー小体という
異常なたんぱく質により神経細胞が
破壊されます。
【症状と特徴】�

　現実にはないものが見える幻視や、
手足の震えが起こります。一時的に改
善しながら少しずつ進行します。

脳
のう

血
けっ

管
かん

性
せい

認知症
　脳の血管が詰まったり（脳梗塞）、破れたり

（脳出血）することにより脳細胞が破壊されま
す。アルツハイマー型認知症に次いで、患者が
多いとされている認知症です。
【症状と特徴】�
　小さな脳梗塞などが起こるごとに段階的に進行し
ます。体にマヒを生じることもあります。

アルツハイマー型
がた

認知症
　脳内にたまった異常なたんぱく質により神経細
胞が破壊され、脳に萎縮が起こります。
　進行は比較的ゆっくりです。認知症のなかで
もっとも多く、全体の約6割を占めます。
【症状と特徴】�
　もの忘れから徐々に進行していき、やがて時間や
場所の感覚がなくなっていきます。
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早期発見・早期治療が大切です

認知症のサインに気づいたら

　多くの病気と同じように、認知症も早期の発見と早期の治療が大切です。認知症は、
今のところ元の状態に戻すことは難しい病気ですが、早期に発見して適切な対処を
すれば、改善が期待でき、その人らしい充実した暮らしを続けやすくなります。

早期治療による改善が期待できる

病気の進行を遅らせることができる

事前にいろいろな準備ができる

　認知症の原因となる病気はさまざまありますが、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。
　また、認知症の前段階である軽度認知障がいの状態であれば、正常な状態に戻
ることもあります。

　認知症が重くなる前に適切な治療やサポートを行うことで、その進行をゆっく
りにすることが期待できます。

　早期に発見することで、本人も家族も認知症に対する心構えができます。
　症状が軽いうちであれば、本人の意思も尊重した上で、治療方針や利用するサー
ビスを決めることができます。P6～ 7の認知症ケアパスを確認することで、病
気の進行状況に応じたサービスを見つけることができます。

▼早期発見のメリット
メリット 1

メリット 2

メリット 3

このテストは、ごく初期の認知症や認知症に進展する可能性のある状態などを、本人や家族が
簡単に予測できるように考案されたものです。

質 問 項 目 ほとんど
ない

ときどき
ある

頻繁に
ある

同じ話を無意識に繰り返すことがある 0点 １点 2点

知っている人の名前が思い出せないことがある 0点 １点 2点

ものをしまった場所がわからなくなることがある 0点 １点 2点

漢字を書くときに思い出せないことが多くなった 0点 １点 2点

今しようとしていることを忘れてしまうことがある 0点 １点 2点

以前に比べ器具の取扱説明書を読むのが面倒になった 0点 １点 2点

理由もなく気分が落ち込むときがある 0点 １点 2点

以前に比べ身だしなみに興味がなくなった 0点 １点 2点

以前に比べ外出する気がおこらなくなった 0点 １点 2点

もの（財布など）が見つからず、誰かがどこかへやったと思うことがある 0点 １点 2点

0～ 8点 問題なし もの忘れも老化現象の範囲内。疲労やストレスによる場合も
あります。8点に近かったら、気分の違うときに再チェック。

9～ 13点 要 注 意
家族に再チェックしてもらったり、数カ月単位で間隔を置
いて再チェックを。認知症予防策を生活に取り入れてみて
はいかがでしょうか。

14～ 20点 要 診 断
認知症の初期症状が出ている可能性があります。家族にも
再チェックしてもらい、結果が同じなら、専門医や担当地
域包括支援センターに相談を。

医学博士：大友英一氏（社会福祉法人浴風会病院名誉院長） 　（認知症予防財団ＨＰより）

大友式認知症予測テスト
試してみよう！

　認知症は原因によっては、早期に発見して適切な対応をとることで治療や進行を抑えることが可能で
す。認知症のサインに気づいたら早急に「もの忘れ外来」や「認知症外来」を行っている専門医に相談
しましょう。

認知症のサイン
●同じ事を何度も言ったり聞いたりする
●置き忘れ・紛失が多くなった
●ものの名前が出てこなくなった
●季節に合わない服装をしている
●着替えや身だしなみ、入浴などを面倒くさがって
やらなくなった

●調理などを順序立てて行うことができなくなった
●日課をしなくなった
●ささいなことで怒りっぽくなった

など

どこに

置いたのかしら。

財布がない。

また置き忘れ？

もしかして

認知症！？
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認知症の
段階 認知症の疑い 認知症はあるが

日常生活は自立
誰かの見守りがあれば
日常生活は自立

日常生活に
手助け・介護が必要 常に介護が必要

本人の
様子

もの忘れはあるが、金銭管理や買い
物、書類作成などを含め、日常生活
は自立している

買い物や事務手続き、金銭管理など
にミスがみられるが、日常生活はほ
ぼ自立している

薬を飲み忘れる・いつ飲んでよいか
分からないなど、服薬管理ができな
い、電話の応対や訪問者の対応など
伝えられず1人では難しい

着替えや食事が1人でできず、トイ
レなどを失敗する

ほぼ寝たきりで意思の疎通が困難
である

認
知
症
の
方
や
家
族
を
支
援
す
る
体
制

相談� ▶

家族支援� ▶

予防� ▶

生活支援� ▶

介護� ▶

医療� ▶

住まい� ▶

P.9
参照

P.9
参照

P.10
参照

P.11〜12
参照

P.12〜13
参照

P.13〜14
参照

P.15
参照

【認知症ケアパス】状態や症状に応じて利用できる支援やサービス
　「認知症ケアパス」は、認知症の進行状況に応じて、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のかを概略で示したものです。
認知症の進行状況は個人により異なります。必ずこの経過をたどるわけではありません。今後、予想される症状や状態の変化の目安として参考にしてください。

●認知症や介護、生活支援のことについて相談する（市役所・各担当地域包括 支援センターなど）
本人がいない場合でも、かかりつけ医や専門医に相談できます。

●認知症について情報交換し、理解者や協力者をつくる（オレンジカフェ（認 知症カフェ）・認知症の人と家族の会など）

●楽しみや役割を持って活動的に過ごす（シルバーリハビリ体操・のだまめ学 校・シルバーサロンなど）

●住み慣れた地域で生活を続けるための支援を受ける（高齢者福祉 サービス：徘
は い

徊
か い

高齢者家族支援サービスなど）
●地域の見守り活動を活用する（民生委員児童委員・認知症サポーターなど）

●お金の管理のお手伝いを受ける（日 常生活自立支援事業）
●権利や財産を守る（成年後見制度）

●在宅で介護を受ける（各種介護保険 サービス：訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護など）

●適切な治療を受ける（かかりつけ医・認知症疾患医療センター）
●在宅で看護を受ける（訪問看護）

●在宅で医療を受ける（訪問診療）

●状態に応じて介護保険や自費のサービスを受けて生活できる施設（サービ ス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームなど）
●見守り・声掛け・食事の提供・必要に応じて介護保険サービスが受けられる 施設（ケアハウスなど）

●必要な介護を受けられる施設（認知症対応型共同生活介護（グループホーム））
●必要な介護を受けられる施設
　（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・療養病床・介護医療院など）

認知症の進行状況（右に行くほど発症から時間 が経過している）
認知症の症状

支援の内容

本人や家族
による気づき

●地域包括
　支援センター

自宅
●介護支援専門員 ●介護支援専門員

介護認定
引き継ぎ

相談

訪問・支援内容検討

相談・受診

訪問

●短期入所施設・介護施設 など

日常診療 日常診療

確定診断

一時的な施設療養

介護保険居宅 
サービス等利用

介護保険居宅 
サービス等利用

●かかりつけ医 ●かかりつけ医

●認知症疾患医療 
　センター

認知症初期集中
支援チーム

?

●病院 など

介護分野

医療分野

相談窓口

住み慣れた場所
での安心安全な
暮らしの継続急性増悪に対する診療

●かかりつけ医

急性増悪
したら…



8 9

��相談
●地域包括支援センター
高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して暮らしていくため
に、必要な援助・支援を行う地域の総合相談窓口です。
※連絡先は裏表紙をご覧ください。

●ちば認知症相談コールセンター
相談経験豊富な認知症介護の経験者が電話相談に応じるほか、面接相談も予約制で行い
ます。
☎ 043-238-7731 電話相談日 月・火・木・土 面接相談日 金（予約制：電話相談時予約） 相談時間 10時～16時

●若年性認知症コールセンター
若年性認知症特有のさまざまな疑問や悩みに対し、専門教育を受けた相談員がお答えします。
☎ 0800-100-2707（フリーダイヤル） 電話相談日 月～土 相談時間 10時～15時

●千葉県若年性認知症専用相談窓口
☎ 043-226-2601 電話相談日 月・火・水・金 相談時間 9時～15時

��家族支援
●家族介護慰労金支給
在宅の要介護4、5の高齢者で過去1年間介護サービスを利用してい
ない方を介護する家族に、家族介護慰労金を支給します。
※支給に要件あり。

問合せ：高齢者支援課高齢者支援係（☎04-7125-1111）

●オレンジカフェ（認知症カフェ）
認知症の方やその家族が専門職や地域の人々と集い、情報交換や交流ができる場です。
問合せ：東部地区地域包括支援センター（☎04-7125-1111）

●認知症の人と家族の会
当事者を中心に組織された社団法人で全国47都道府県に支部があ
り、認知症の情報や体験談などを掲載した会報「ぽーれぽーれ」の出
版や認知症介護者家族の交流、認知症介護相談などを行っています。

千葉県支部
☎ 043-204-8228

電話相談日 月・火・木

相談時間 13時～16時

長時間の昼寝は

逆効果なので注意！
地域活動へ参加して

人との交流を続ける

ことや、趣味に打ち込

むことも大切です。

そのほか、喫煙を続けること

で肺がんや呼吸器疾患、歯

周病などの健康リスクが増

えてしまいます。

よく噛んで食べることは脳

に刺激を与えるうえに、 血

糖値の上昇が抑えられて

生活習慣病予防にも！

食べすぎは禁物ですが、栄養

不足にも注意しましょう。

バランスよく食べましょう
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。

禁煙をこころがけましょう
たばこは動脈硬化を進め脳血管障がいを引き起こす
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。

脳を活発に使う生活をしましょう
本や新聞などを読む、日記をつける、旅行の計画を立
てるなど、頭を使って脳に刺激を与える生活を心がけ
ましょう。

寝たきりにならないための転倒防止
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防止を心がけましょう。
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。

歯みがき・口の中のケア
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。

体を動かす習慣をつけましょう
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。

休養も大切です
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。

ウオーキングなどの有酸素

運動は肥満や生活習慣病

の予防にも効果的です。

1日30分以上・週3回をめやす

にウォーキングを行いましょ

う。

　生活習慣病を予防・改善することは、認知症の原因であ
るアルツハイマー病や脳血管障がいを防ぐことにも効果的で
あることが分かってきています。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。

認知症を

予防する
ために

NO

認知症初期集中支援チームについて
認知症初期集中支援チームとは、できる限り住み慣れた地域で暮らし続け
るために、認知症の方や疑いのある方、その家族をチーム員が訪問・相談
し、適切な支援機関に結び付けるなど、初期の支援を集中的に行うチーム
です。詳しくは地域包括支援センターまでお問い合わせください。
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��生活支援
【高齢者福祉サービス】

●訪問理容サービス
ひとり暮らし及び高齢者のみの世帯で、一般の理容サービスを受けることが困難な方ま
たは要介護3以上の認定を受けた方に、理容サービスに係る訪問費用を助成します。
※支給に要件あり。
問合せ：高齢者支援課高齢者支援係（☎04-7125-1111）

●介護用品支給事業
介護認定を受けた方で、介護認定調査票などでおむつが必要と認められる要介護者およ
び要支援者を介護している方または要介護者などの本人へ紙おむつを支給します。市町
村民税非課税世帯で市税を長期滞納していない方などの支給要件があります。
問合せ：高齢者支援課高齢者支援係（☎04-7125-1111）

●配食サービス
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や、65歳以上の高齢者のみの世帯で、老化に
よる衰弱、心身の障がいや傷病などの理由により食事の調理が困難な方を対象に、夕食を
届けることで、食生活の改善や安否の確認などを行います。　※実費負担あり。

問合せ：高齢者支援課高齢者支援係（☎04-7125-1111）

●福祉タクシー
要介護者などが会合への出席、通院、および訪問時にタクシーを利用する場合、タクシー
運賃の一部を助成します。　※支給に要件あり。

問合せ：高齢者支援課高齢者支援係（☎04-7125-1111）

●徘徊高齢者家族支援サービス
徘徊高齢者を介護する家族に無線発信機を貸与し、高齢者自身に無線発信機を持たせ、徘
徊があった場合に、市の指定した事業者がGPSなどで居場所を確認して家族などに伝え、
徘徊高齢者の安全を確保します。
問合せ：高齢者支援課高齢者支援係（☎04-7125-1111）

●ひとり暮らし高齢者などごみ出し支援事業
家庭から排出されるごみなどを集積所へ出すことが困難な高齢者、障がい者などに対し、
安否の確認を行いながらごみなどを戸別収集します。
問合せ：清掃第一課収集係（☎04-7138-1001）

【地域の見守りサービス】
●民生委員児童委員
厚生労働大臣から委嘱を受け、身近な相談相手として、常に住民の立場で相談に応じ、市や
その他関係機関などと連携しながら必要な支援を行い、社会福祉の増進に努めています。
問合せ：生活支援課社会係（☎04-7125-1111）

��予防
●シルバーリハビリ体操
身体能力が低下した高齢者でも無理なく行える「いつでも、どこでも、
ひとりでも」できる体操で、市民の体操指導士が一般の市民を指導する
仕組みです。市では、シルバーリハビリ体操の体操教室や、指導士を養
成する養成講習会を実施しています。
問合せ：介護保険課介護予防係（☎04-7125-1111）

●のだまめ学校
運動・栄養・社会参加を中心にした介護予防の講座を実施しています。スーパーなどで行
う出前ミニ講座、全講座を網羅し保健センターで行う本講座、講座の依頼があった身近な
場所に出前する出前講座があります。
問合せ：介護保険課介護予防係（☎04-7125-1111）

●えんがわ
介護予防や孤立化防止のための地域住民が主体となって行う活動場所で、体操や趣味活
動などを行います。
問合せ：介護保険課介護予防係（☎04-7125-1111）

●いきいきクラブ（老人クラブ）
地域の高齢者が集まり、クラブ活動を通じて相互の親睦や教養を身につけ、生きがいのあ
る毎日を送れるようにするため、自主的に活動している団体です。入会は各地区のクラブ
に申し込んでください。
問合せ：高齢者支援課いきがい施設係（いきいきクラブ連合会事務局）（☎04-7125-1111）

●介護支援ボランティア制度
市内にお住まいの65歳以上のみなさんが、市の指定する介護保険施設などで行ったボラン
ティア活動の活動時間に応じて受入施設から手帳にスタンプを押してもらい、スタンプ数
に応じて年間5,000円を上限に交付金が受け取れる制度です。
問合せ：介護保険課介護予防係（☎04-7125-1111）

●シルバーサロン
地域の高齢者が気軽に集い、おしゃべりや情報交換などができます。おおむね65歳以上
の高齢者なら誰でも利用できます。

『元気』
☎ 04-7137-9521

所在地 野田679-2（野田郵便局向い）
開設日 月～金（年末年始を除く）

時間 10時～15時

『はつらつ・ゆうみい』
☎ 04-7197-2133

所在地 中根193（パルシステム千葉のだ中根店敷地内）
開設日 月～金（年末年始を除く）

時間 10時～15時
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●認知症サポーター
認知症サポーター養成講座を受講・修了した方で、認知症を正しく理解し、認知症の方や
その家族を地域で温かく見守る応援者です。認知症サポーターは「認知症の方を応援しま
す」という意思を示す目印として「オレンジリング」を身に着けています。
問合せ：各地区地域包括支援センター（連絡先裏表紙参照）

【お金の管理】
●日常生活自立支援事業
定期的な訪問により、福祉サービスの利用や、日常的な金銭管理をお手伝いすることで、
高齢者や障がい者の方が住み慣れた地域で生活できるように支援します。
問合せ：成年後見支援センター（☎04-7124-3939）

【権利や財産を守る】
●成年後見制度
判断能力が不十分なために、財産侵
害を受けたり、人としての尊厳が損
なわれたりすることがないように、
法律や生活面で支援することがで
きます。

��介護
【介護保険】

野田市が保険者となって運営しています。40歳以上のみ
なさんが、被保険者（加入者）となって保険料を納め、介護
が必要になったときには、費用の一部を支払ってサービス
を利用できるしくみです。
問合せ：介護保険課介護給付係・介護認定係（☎04-7125-1111）

※詳細は、野田市が発行する「みんないきいき介護保険」のパンフレットをご覧ください。

●訪問介護（ホームヘルプサービス）
居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯、掃除などの日常生活の
支援をします。

●通所介護（デイサービス）
通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などのサー
ビスを日帰りで受けられます。

●認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）
認知機能が低下している方のための通所施設です。食事・入浴・排せつなどの介護が受け
られます。

●訪問入浴介護
介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助を行います。

●訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

●通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活機能向上
のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。

●短期入所生活介護（ショートステイ）　●短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、医療施設などに短期間宿泊して、日常生活上の
支援や機能訓練などが受けられます。

●小規模多機能型居宅介護（デイハウス）
施設への通いを中心に、選択に応じて、居宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能
なサービスを受けられます。

●看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能の通い、訪問、宿泊サービスに加え、訪問看護サービスと同等の医療サービス
を提供します。

●福祉用具貸与（レンタル）
日常生活の自立のため、福祉用具をレンタルできます。

●特定福祉用具販売
特定の福祉用具を購入したとき、1年度10万円を上限に支給されます。

●住宅改修費支給
手摺の取り付けなどの住宅改修をしたとき、20万円を上限として支給されます。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期的な巡回と随時の
対応を受けられます。
※要介護1以上の方が対象となります。

��医療
認知症の診断や治療が受けられます。

●認知症疾患医療センター
千葉県が指定する病院に設置するもので、保健・医療・介護機関などと連携を図りながら、
認知症疾患に関する専門相談・鑑別診断などを行う専門医療機関です。
医療法人社団天宣会　北柏リハビリ総合病院 柏市柏下265 ☎04-7110-6611

医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院 松戸市栗ヶ沢789-1 ☎047-330-6515

※事前に申請が必要です。

※事前に申請が必要です。

相談 成年後見支援センター（☎04-7124-3939）
各地区地域包括支援センター（裏表紙参照）

申立て・受付 千葉家庭裁判所松戸支部（☎047-313-0153）

任意後見契約 柏公証役場（☎04-7166-6262）
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●身近な医療機関（かかりつけの医療機関）
医療機関のご相談に関しては、地域包括支援センター
でお受けします。

●身近な薬局（かかりつけの薬局）

●訪問診療・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

●訪問看護
看護師などが疾病などを抱えている方の居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行
います。　※医療保険・介護保険 対応あり。

●救急医療情報キット
高齢者が自宅で倒れ、救命活動が必要になった時に備え、あらかじめ必要な医療情報など
を記入し、冷蔵庫で保管するための救急医療情報キットを無料で配布しています。
※支給に要件あり。

問合せ：高齢者支援課高齢者支援係（☎04-7125-1111）

��住まい
【状態に応じて介護保険や自費のサービスを受けて生活できる施設】

●サービス付き高齢者向け住宅
安否確認や生活相談サービスなどの高齢者生活支援サービスやバリアフリーなどに配慮
した住宅です。

●有料老人ホーム（住宅型）
食事の提供や健康管理などの日常生活に必要な支援のサービスを提供します。
介護が必要な場合は介護保険の介護サービスを利用します。

【見守り・声掛け・食事の提供・必要に応じて介護保険サービスが受けられる施設】
●軽費老人ホーム（ケアハウス）
自炊ができない程度の健康状態にある方が入居できます。
食事の提供などの生活支援があり、収入に応じた利用者負担になっています。

【必要な介護が受けられる施設】
●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
認知症のある高齢者が、入浴・排せつ・食事などの介護を受けながら共同生活をする施設
です。
※要支援2と要介護の方が対象です。

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上の支援や介護が受けら
れます。
※原則として要介護3以上の方が対象となります。要介護1、要介護2の方は特例で入所できる場合があります。

●介護老人保健施設（老人保健施設）
状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられま
す。
※要介護1以上の方が対象となります。

●介護療養型医療施設（療養病床など）
長期の療養を必要とする方のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが
受けられます。
※要介護1以上の方が対象となります。

●介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護が一体的に受けられます。
※要介護1以上の方が対象となります。

どんな病院にかかればいいの？
　適切な治療を受けるためには、専門医の受診が理想です。
認知症の診断は、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ります。
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

専門医にかかるのが不安なときは
　専門医にかかることに抵抗がある場合
は、かかりつけ医へ相談してみましょう。
認知症の疑いがあると判断された場合に
は適切な専門医を紹介してもらえます。
　また、地域包括支援センターに相談し
てみるのもいいでしょう。
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

受診するときのポイント
　認知症の症状のあらわれ方には個人差があり、お医
者さんの前では比較的はっきりと受け答えができる場
合もあります。
　ありのままの姿を伝えるために日頃からどのような
症状が出ているのかをメモしておきましょう。

いつごろからどのような変化や症状が
出てきたのか、生活習慣、既往歴なども
なるべく具体的に書いて伝えましょう。

本人を連れて行くのが
難しい場合は、

まずは家族の方だけの
相談もできます。

自費がかかる場合も
あります（ )


