
認知症ガイドブック
認知
症にな

っても安心して暮らせるまち

認知症は早期に発見し適切なケアで対応すれば、
その人らしい生活を長く続けることができる病気です。

認知症の進行状況に応じて必要となる
医療・介護・ 地域社会などの

様々な資源やサポートを活用しながら、
安心して暮らせるよう、

この冊子をご活用ください。

輪之内町地域包括支援センタ－

輪之内町認知症ケアパス

正しく知って、必要な地域の支援を活用しましょう



認知症を知ろう

認知症は脳の病気です

どんな症状が起こるのでしょうか

　認知症とは、さまざまな原因で脳の働きが悪くなり、記憶力や判断力、
理解力などが低下し、日常生活に支障がでる状態です。老化による｢物忘
れ｣とは違います。たとえば、朝ごはんに何を食べたか思い出せないと
いった体験の一部を忘れるのは、老化による物忘れです。
　朝ごはんを食べたこと事態を忘れてしまうのは、｢物忘れ｣の自覚がな
く、認知症が疑われます。

　認知症になると記憶力や判断力、理解力などが衰えます。これが認知症という病気です。認知症には、新
しい記憶ができない、年月・場所が認識できないなどの「中核症状」があります。また、中核症状のために
周囲と協調できなくなり、妄想や徘徊などの症状が出るなどの「周辺症状」があります。

年月、場所、時間、季節感、
人間関係などの把握が困
難になる障害。

ついさっきのことを忘れ
新しいことの記憶が困
難になる障害

　周辺症状は、適切な治療や対処をすることで生活の改善につながり、
進行をゆるやかにすることが期待できます。

●徘徊　●妄想　●幻覚　●作話　●不潔行為　●興奮
●抑鬱　●無気力　●過食など食行動の混乱　　　　等

中核症状

記憶障害 見当識障害

混乱を起こしやすく、少し難し
い話がわからなくなり、変化へ
の対応が困難になる障害。

買い物や料理などの計画や
手順がわからなくなり、実行
することが困難になる障害。

実行機能障害 理解・判断力の障害

周辺症状

中核症状に、不安や焦り、心身の不調、周囲の適切でない対応などが影響



認知症を引き起こす主な脳の病気
　認知症の原因はさまざまな病気が関係していますが、脳の病気では
主に次の三つがあげられます。「アルツハイマー型認知症」「脳血管
性認知症」「レビ－小体型認知症」です。

アルツハイマー型認知症
　いちばん多い認知症です。脳内で異常
なタンパク質がつくられ、脳全体が萎縮
し、長い時間をかけて徐々に進行してい
きます。物忘れから始まり（記憶障害）
徘徊等がおこる場合があり、早期の発見
が重要です。

症状や傾向
●女性に多い
●ゆっくりと進行する
●少し前のことを忘れる
●物忘れの自覚がなくなる
●楽観的で病気の意識が薄い
●人格が変わることがある
●画像診断で脳の萎縮がわかることがある

　脳梗塞や脳出血など脳血管疾患のため
に、脳の細胞の働きが失われることで発
症します。片麻痺や言語障害など身体症
状が多くみられ、脳梗塞の再発で段階的
に進みます。

症状や傾向
●男性に多い
●再発のたび段階的に進行する
●初期には物忘れの自覚がある
●急に泣いたり、怒ったりする
●片麻痺など神経障害が起こりやすい
●気分の落ち込みや意欲の低下が見られる
●画像診断で梗塞などの病巣が確認できる

レビ－小体型認知症
　脳内に「レビ－小体」という特殊な物
質が蓄積され、脳の細胞が損傷を受けて
発症する認知症です。手足のしびれ、筋
肉の硬直や、もの忘れとともに幻視（そ
の場にないものがあるように見える）が
あらわれるのが特徴です。比較的早く進
行します。

症状や傾向
●男性に多い
●なだらかに症状が進行する
●機能低下は全般的に進む
●日により症状が変動する
●筋肉の硬直などが起こりやすい
●動物、昆虫などの幻視があらわれやすい
●画像診断では脳の萎縮が軽い

脳血管性認知症



認知症の進行と対応の仕方

自立した生活を
送れる状態 誰かの見守りがあれば日常生活は自立 日常生活手助け・介助が必要 常に介護が必要認知症の疑い 認知症を有するが日常生活は自立

○設備の整った施設などへの住み
　替えを考える。
○スキンシップなどコミュニケー
　ションを工夫する。

○家族だけで支えようとしないで、
　介護保険などの公的サービスなど
　を積極的に利用する。

○医療のほか、介護保険などの支援
　についても勉強する。
○役割を取り上げるのではなく、本人
　ができない部分を周囲が支援する。

○かかりつけ医や地域包括支援
　センターに相談する。
○ミスや失敗を責めず、本人の
　不安を和らげる。

○認知症を身近な病気として関心を持つ
○認知症を予防する生活改善や、趣味な
　ど新たな交流や活動をすすめる。

家族の対応の
ポイント

相談窓口

他者との
交流の場

外出に関する
サービス

生活支援
（本人が困って
いる生活・でき
ない家事手伝い
を行う）
家族支援

（家族の介護負担
の軽減・相談）

安否確認・
見守り

介護予防・悪化予防
（自立した日常
生活を送るための
認知症予防・
悪化予防）

輪之内町地域包括支援センター（福祉課）/「在宅医療・介護連携総合相談窓口」設置機関

一般介護予防教室（地域包括支援センター）
老人クラブ活動
生涯学習・スポーツ・ボランティア講座（輪之内町教育委員会）

カフェふくろう（民生委員会）

オレンジカフェ　わのうち（地域包括支援センター）　
お元気サロン（輪之内町社会福祉協議会）
ひまわりサロン（輪之内町社会福祉協議会）
地区サロン
老人クラブ活動

老人クラブ友愛訪問

日常生活の支援（ライフサポーター）

オレンジカフェ　わのうち（地域包括支援センター）　　互近助カフェ（グループホームさくら悠輪苑内）

軽度生活援助/高齢者いきがい活動支援通所（福祉課）
配食サービス（福祉課、民間）/給食サービス（輪之内町社会福祉協議会）

家族の会（各介護保険施設）

徘徊対策専用見守りＧＰＳ/見守りステッカー
緊急通報システム貸与/あんしん救急バトン設置要（福祉課）

高齢者デマンドバス利用助成

地域での見守り（民生委員・福祉委員・認知症サポーター等）

近隣たすけあいネットワーク　（輪之内町社会福祉協議会）
ホッとステ ーション「わのうち」（輪之内町社会福祉協議会）

かかりつけ医/認知症疾患医療センター



チェックしよう！　
認知症早期発見の目安

今、電話を切ったばかりなのに、相手の名前を忘れる。
同じことを何度も言う・聞く・する。
しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探し物をしている。
財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う。

料理・片付け・運転などのミスが多くなった。
新しいことが覚えられない。
話のつじつまが合わない。
テレビの番組の内容が理解できなくなった。

約束の日時や場所を間違えるようになった。
慣れた道でも迷うことがある。

些細なことで、怒りっぽくなった。
周りへの気づかいがなくなり頑固になった。
自分の失敗を人のせいにする。
「このごろ様子がおかしい」と人から言われた。

簡単な計算ができなくなった。
買い物のレジでトラブルとなったことがある。

使い慣れている家電製品の操作ができなきなった。
衣服のボタン・ファスナーを掛けることが難しくなった。
紐を結ぶことが難しくなった。

もの忘れがひどい

判断・理解力が衰える

時間・場所がわからない

人柄が変わる

計算力の低下

ちょっとした難しいことが分からない

いくつか思いあたることがあれば、医療機関や地域包括支援センター等へ
相談しましょう。

岐阜県認知症疾患医療センター（大垣病院）引用
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相談機関

　ご本人・ご家族にとって身近な医療の専門家であり、患者さんの身近にあり、いつでも病気の相談を受け、
丁寧に正確に病状を説明し、また必要な時にふさわしい医療機関を紹介するなどの役割を担う存在です。

認知症とその家族、地域住民など気軽に参加できます。情報交換や交流、専門スタッフへの相談ができます。

　認知症を早期発見・早期診断し、適切な治療を行うことにより、尊厳を保ちながら
その人らしく生きることができるよう、本人やその家族を支援していきます。

　認知症に関する心配ごとや困りごとについて、ご本人やご家族・関係機関からのご相談に、
専門の相談員（精神保健福祉士等）が応じます。

かかりつけ医

認知症カフェ

認知症疾患医療センター

西濃
地区

医療法人静風会
大垣病院

大垣市中野町１丁目３０７番地
月～金曜日
午前9時～午後3時

医療機関名

オレンジカフェわのうち ふれあいセンター 毎月最終月曜日  午後1時30分～午後3時30分

互近助カフェ グループホームさくら悠輪苑内 毎週第1・第3土曜日  午後1時30分～午後3時30分

電話番号 所在地 受付時間

７５－５０３１

◆ 専門医療相談◆ 専門医療相談

　ご本人・ご家族との面談や知能・画像検査などにより、認知症の診断を行います。
診断結果に基づき、個々に応じた適切な治療計画を選定し、治療を行います。
　また、状況によって、他の医療機関や介護施設等の紹介もいたします。

◆ 認知症の鑑別診断・治療◆ 認知症の鑑別診断・治療

　認知症の方で、身体合併症（糖尿病等）や周辺症状（幻覚・妄想・暴力等）が
激しい場合の対応（入院治療を含む）を行います。

◆ 身体合併症・周辺症状への急性期◆ 身体合併症・周辺症状への急性期

　介護から医療、医療から介護へとスムーズにつないで行けるよう、地域の医療機関や
地域包括支援センター・福祉事務所、保健所等関係機関との連絡・調整を行います。

◆ 関係機関との連携◆ 関係機関との連携

　認知症についての知識を広げるため、かかりつけ医や介護関係者等への研修会を開催します。
◆ 研修会の開催◆ 研修会の開催



認知
症にな

っても安心して暮らせるまち

　住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、介護の不安など、困ったことがあれば、相談できる
「総合相談窓口」です。

　高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように支援を行う総合機関です。
　　①介護予防を推進します。
　　②高齢者の権利を守ります。
　　③様々な相談に対応します。
　　④適切なサービスを提供できるように支援します。

輪之内町
地域包括支援センター 月～金（土・日・祝日除く）

午前8時30分～午後5時15分

名　　称 電話番号 場　　所受付時間

６８－２７６６

福祉課 ６９－３１１１（１５８）
輪之内町役場

輪之内町
社会福祉協議会

月～金（土・日・祝日除く）
午前8時30分～午後5時15分６９－４４３３ 輪之内町

保健福祉センター

消費生活支援センター 月～金曜日８時30分～17時
土曜日９時～１７時０５８－２７７－１００３ 岐阜県環境生活部

県民生活相談センター

公益社団法人
認知症の人と家族の会

月～金曜日
午前１０時～午後３時０１２０－２９４－４５６ 公益社団法人

認知症の人と家族の会

福祉なんでも
１１０番地

年中無休
午前９時～午後５時０５８－２３４－０１１０ 岐阜県

福祉総合相談センター

◆ 地域包括支援センター◆ 地域包括支援センター

　認知症の啓発活動や医療・介護・地域のサポートや関係機関と連携を図り、出来るだけ地域で生活
できるよう支援します。支援推進員は地域包括支援センター内に常駐しています。

◆ 認知症地域支援推進員◆ 認知症地域支援推進員

　認知症の疑われる人や家族に訪問を行い、初期支援を包括・集中的に支援を行います。

◆ 認知症初期集中支援チーム◆ 認知症初期集中支援チーム

認知症に関する問い合わせ先

対象者
①医療・介護サービスを受けていない方、中断している方
②医療・介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著な為、対応
　に苦慮している方

問い合わせ先／輪之内町地域包括支援センタ－　６８－２７６６

問い合わせ先／輪之内町地域包括支援センタ－　６８－２７６６

問い合わせ先／輪之内町地域包括支援センタ－　６８－２７６６
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