本人・家族・まわりの人の安心と笑顔を
地域でサポートする
西目屋村の認知症ケアパス
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１．認知症とはどんな病気？
認知症とは、脳の病気などいろいろな原因で脳の細胞が損傷を受け
たり、働きが悪くなることで、認知機能（物事を記憶する、言葉を使
う、計算する、問題を解決するために深く考えるなどの脳の働きなど）
が低下し、さまざまな生活のしづらさが現れる状態を指します。

（１）認知症と加齢によるもの忘れの違い
「昨日の夕飯の内容が思い出せたい」「何時に約束したか忘れた」、こんなことがある
と「認知症では？」と心配になりそうですが、「昨日はハンバーグ食べた」「６時の約束
だよ」と言われ、あぁ、そうだったと思い出せるのは、加齢によるもの忘れです。しかし、
認知症の場合は、夕飯を食べたことや約束をしたこと自体忘れてしまいます。
加齢によるもの忘れ
体験の「一部」を忘れる
「何を食べたか」思い出せない
「約束をうっかり」忘れてしまった
目の前の「人の名前」が思い出せない
物を置いた場所を「しばしば」思い出せない
「ヒントがある」と思い出せる

⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔

認知症によるもの忘れ
体験の「全部」を忘れる
「食べたこと自体」を忘れる
「約束したこと自体」を忘れる
目の前の人が「誰なのか」わからない
置き忘れ、紛失が「頻繁」になる
「ヒントがあっても」思い出せない

※これらはあくまで目安です。当てはまらない人もいます。

（２）認知症の種類と特徴
認知症の原因となる脳の病気には、さまざまな種類があり、次の４つが代表的なものです。

「アルツハイマー型認知症」

「脳血管性認知症」

どんな病気？
認知症の原因として最も多い病気です。
脳の神経細胞が広範囲に変性し、その結果
脳が委縮するために起こる病気です。

どんな病気？
脳梗塞や脳出血などの脳の血管障害によ
って、脳細胞に十分な栄養が届かなくなった
部分の神経細胞が死んでしまうことで起こ
る病気です。

主な症状
覚えていたことを思い出す能力が低下
し新しいことが覚えられない、年月や時
刻、自分のいる場所など基本的な状況が把
握できないといった症状のほか、不安・う
脳血管性認知症
つ・妄想などさまざまな症状が現れます。

「レビー小体型認知症」
どんな病気？
「レビー小体」という特殊なたんぱく質
のかたまりが脳に現れることにより起こ
レビー小体型認知症
る病気です。

前頭側頭型認知症

主な症状
手のふるえ・筋肉の硬直などパーキンソ
２．適度な運
ン病に似た症状や、転倒、はっきりした幻
視（目の前にないはずのものが見える現
象）を伴い、日や時間により症状の変動が
大きいことが特徴です。

主な症状
感情の起伏が激しく、気分が落ち込んだ
り、意欲や注意力が低下して複雑な作業がで
きなくなったりします。脳が障害を受けた部
分によりますが、手足の麻痺や失語症がある
と活動的に過ごすことが難しくなります。

「前頭側頭型認知症（ピック病）」
どんな病気？
脳の中でも理性をつかさどる「前頭葉」と
聴覚や言葉の理解を担当する「側頭葉」とい
う部分が委縮していく病気です。
主な症状
我慢や思いやりなどの社会性を失い、ルー
ルを守らない、衝動的に行動する、毎日同じ
行動を繰り返すなど、周囲への配慮を欠いた
行動をとる特徴があります。

その他の認知症として、クロイツフェルトヤコブ病、AIDS（エイズ）などの感染症やアル
コール中毒が関係するものもあります。
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（３）認知症と間違えやすい病気に注意

認知症と似た症状から間違われやすい病気に、「うつ病」や「せん妄」があります。治
療法や対処法は異なるため、正しく区別することが重要です。

●憂うつ、気分が落ち込んだ状態が２週間以上続く「うつ病」

一般的に、うつ病とは、何かの原因がきっかけとなって、気分が沈んで元気が出なくな
り、物事に取り組む意欲が失われていく心の病気です。高齢者の場合は、自分や身近な人
の病気や経済的な不安などからストレスを抱えやすく、それがうつ病の誘因になることが
多く見られます。
うつ病は早い段階でその芽をつんでしまえば、病気を防ぐことも可能で、適切な治療を
受ければ治る病気です。
しかし、風邪などと違い、うつ病は一見してそれとわかる病気ではないので、周囲の人
が気づきにくく、自分でもなかなか判断できないものですが、症状が出ないわけではあり
ません。
うつ病の初期症状は、精神面だけでなく、身体面にも現れます。精神面では、感情が揺
れ、意欲や集中力の低下し、思考が鈍ります。一方で身体面では、頭痛や消化不良から睡
眠障害まで全身に症状が出てきます。特に、高齢者の方は認知機能の低下も見られます。
うつ症状が気になる方は、ひとりで抱え込ますに、村保健師に相談ください。また、下
表のこころの悩み相談窓口もご利用ください。
うつ病の自己診断チェックシート（東邦大式）は３ページに記載します。

【こころの悩み相談窓口一覧】
悩みごと

相談窓口
NPO 法人
青森いのちの電話相談

死にたいくらい、
つらい…

眠れない…
ひどく落ち込む…
これってうつ？

県民のための自殺予防
いのちの電話

電話番号
0172-33-7830

0120-063-556

受付時間等
毎日
12:00～21:00
毎月１日
12:00～21:00
（無料）

自殺予防いのちの電話
（社会福祉法人いのちの電話）

0120-738-556

毎月 10 日
8:00～翌日 8:00
（24 時間無料）

青森県立
精神保健福祉ｾﾝﾀｰ
（こころの電話）

017-787-3957
017-787-3958

9:00～16:00
土日祝日、年末年始除く

0172-33-8521

毎月第２木曜日
13:00～14:00
※ただし偶数月は第３火曜日
も実施。

弘前保健所

上記の相談窓口のほか、各医療機関（精神科・心療内科等）でうつ病等の治療を行って
●意識障害が原因で起こる「せん妄」

いますが、受診がしづらい方は、まずは、内科のお医者さんに相談しましょう。
病気によって、体調不良になると意識が障害され、つじつまの合わない言動・記憶障害・
幻覚などが現れることがあります。認知症と違って発症時期がはっきりしており、症状も
日にちによって変わります。適切な治療で改善します。

●疾患（脳腫瘍等）の影響で認知症に似た症状がでる場合も

脳腫瘍・慢性硬膜下血腫、甲状腺疾患の影響で、認知症に似た症状が現れることがあり
ます。これらの疾患は治療をすることで症状は改善します。
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●薬の影響で認知症に似た症状がでる場合も

持病などの薬の影響で、認知症に似た症状が現れることがあります。正しく薬を服用し
ていても、飲み合わせによっては起こることもあるので、複数の医療機関に通院されてい
る方は同じお薬手帳を出すようにしましょう。

うつ病の自己診断チェックシート（東邦大式）
軽症うつ病の発見の手がかりの一つとして行う簡易テストです。
該当する項目に○印を記入（質問２，４，６，８，１０，１２に加点はしない）
質問

いいえ
０点

時々
１点

はい
しば つねに
しば
３点
２点

得点

①体がだるく疲れやすいですか
②騒音が気になりますか
③最近気が沈んだり気が重くなることがありますか
④音楽を聞いて楽しいですか
⑤朝のうち特に無気力ですか
⑥議論に熱中できますか
⑦くびすじや肩がこって仕方がないですか
⑧頭痛持ちですか
⑨眠れないで朝早く目ざめることがありますか
⑩事故やけがをしやすいですか
⑪食事がすすまず味がないですか
⑫テレビをみて楽しいですか
⑬息がつまって胸苦しくなることがありますか
⑭のどの奥に物がつかえている感じがしますか
⑮自分の人生がつまらなく感じますか
⑯仕事の能率があがらず何をするのもおっくうですか
⑰以前にも現在と似た症状がありましたか
⑱本来は仕事熱心で几帳面ですか
判定（合計得点）
10 点以下
11～15 点
16 点以上

ほとんど問題なし
境界領域です。
症状が気になる方は、村保健師もしくはかかりつけ医、前ページ記載のここ
ろの悩み相談窓口へ相談してください。
軽いうつ病かもしれません。
まずは、村保健師もしくはかかりつけ医、前ページ記載のこころの悩み相談
窓口へ相談してください。
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２．認知症に早く気づくことが大切です！
認知症はめずらしい病気ではなく、どなたでも起こり得る病気です。認知症も他の病気
と同じように、早期診断と早期治療が大切です。「おかしいな」と思ったらまずは相談し
てみましょう。

（１）早く気づくことのメリット
①今後の生活の準備をすることができます
早期の診断を受け、症状が軽いうちに、ご本人やご家族が認知症への理解を深め、病
気と向き合い話し合うことで、今後の生活の備えをすることができます。
介護保険サービスを利用するなど生活環境を整えていけば、生活上の支障を減らすこ
とも可能です。
②治る認知症や一時的な症状の場合があります
認知症を引き起こす病気には、早めに治療すれば改善が可能なもの（正常圧水頭症、
慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症等）もありますので、早めに受診をして原因となっ
ている病気を突き止めることが大切です。
③進行を遅らせることが可能な場合があります
原因となる病気によって、治療方法が異なります。適切な治療を
受けることによって、進行を遅らせることができる場合もあります。

（２）自分でやってみよう！認知症予測テスト

このテストは、認知症のごく初期、認知症の始まり、あるいは認知症に進展する可能
性のある状態を、本人や家族などが簡単に予測できるように考案されたものです。下記
のような症状がないか、チェックしてみましょう。該当する項目に○をつけてください。
ほとんどない ときどきある 頻繁にある
質問項目
同じ話を無意識に繰り返す

０点

１点

２点

知っている人の名前が思い出せない

０点

１点

２点

物のしまい場所を忘れる

０点

１点

２点

漢字を忘れる

０点

１点

２点

今しようとしていることを忘れる

０点

１点

２点

器具の説明書を読むのを面倒がる

０点

１点

２点

理由もないのに気がふさぐ

０点

１点

２点

身だしなみに無関心である

０点

１点

２点

外出をおっくうがる

０点

１点

２点

０点

１点

２点

物（財布など）が見当たらないことを他
人のせいにする

合計点数
0～8点

正常

9～13点

要注意

14～20点

要診断

点

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点に近い場合は、気分の違う時に再チェックを。
家族に再チェックしてもらったり、数か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とりいれましょう。
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、西目屋村地域包括支援セ
ンター（☎85-2804）もしくはかかりつけ医へご相談ください。
※認知症予防財団HPより抜粋「大友式認知症予測テスト」
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３．認知症の人への接し方は？
（１）認知症の人への対応の心得（３つ）
①驚かせない
②急がせない
③自尊心を傷つけない

（２）認知症の人との接し方（７つのポイント）
①見守る
②余裕を持って対応する
③声をかける時は１人で
④後ろから声をかけない
⑤相手に目線を合わせてやさしい口調で
⑥おだやかに、はっきりした話し方で
⑦相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する

（３）２つの具体的な対応の仕方
（ケース①）
認知症の人がご飯を食べたことを忘れ
て何度も「ご飯まだ？」とたずねてくる
場合

（ケース②）
長年料理をしてきた人が、認知症にな
ってうまく段取りができなくなったり、
火の不始末が増えてきた場合

こんなときは…
「何回も同じことを聞かないで」と怒
ってしまうと、ますます本人の不安をあ
おってしまうので、話題を変えて「もう
すぐできるから待っててね」などと話題
を変えてみましょう。

こんなときは…
危ないからといって料理をまったく
させないようにするのではなく、材料を
切ったり混ぜたり、盛り付けたり、本人
ができることをしてもらうようにしま
しょう。

４．こんな時はどこに相談したらいいの？
（１）認知症（最近もの忘れが気になる）について相談したい
相談窓口

備考

皆さんのかかりつけ医

まずは、身近なかかりつけ医に相談しましょう。
※ 津軽地域 認知症協力医療機関ステッカー
に注目！（9 ページを参照ください）

西目屋村地域包括支援センター
（役場福祉係内）

初期集中支援チーム（包括専属職員・村保健師・必
要時認知症サポート医）が対応します。

弘前愛成会病院
認知症疾患医療センター
精神保健福祉士による
認知症相談
藤代健生病院
認知症認定看護師による
認知症相談

まずは電話で相談ください。
相談日 月～金曜日 ９：００～１７：００
フリーダイヤル ０１２０－０８５－２５５
相談の結果、受診の必要があれば、医師診察日等を
決定します。
まずは電話で相談日の予約を取ってください。
相談日 第１・３木曜日予約制
電 話 ３６－５１８１
-５-

（２）自分が認知症かどうか知りたい（認知症に関する専門医療機関等の紹介）
初診時
の予約

電話

石澤内科胃腸科

不要

34-3252

新町 151

石澤

誠

健生クリニック

要

55-7707

扇町 2-2-12

飯田

寿徳

下田クリニック

不要

27-2002

城東中央 4-1-3

下田

肇

すとうクリニック

不要

32-8696

悪戸字青柳 10－4 須藤

聖康会病院

不要

27-4121

和泉 2-17－1

―

要

33-5111

本町 53

―

要

34-7111

北園 1-6-2

要

27-1431

和泉 2-19-1

要

36-5181

藤代 2-1

認知症専門医療機関等

弘前大学医学部付属病院 神経内科
もの忘れ外来（毎週水曜日）※
かかりつけ医からの紹介が必要
弘前愛成会病院
もの忘れ外来
弘前小野病院
担当医：小野浩嗣 ※レビー小
体型認知症、前頭側頭型認知症、
ピック病、他認知症の診断可
藤代健生病院
もの忘れ外来

住所（弘前市）

認知症
サポート医

武行

田﨑

博一

―

牧口

幸一

（３）６５歳未満で認知症が気になる方の相談窓口は？
働き盛りの世代に起こりうる「若年性認知症」について、
専門的教育を受けた相談員が支援を行います
①若年性認知症コールセンター
☎０８００－１００－２７０７
月曜日～土曜日 午前１０時～午後３時
※日曜日祝日及び年末年始を除く
②青森県若年性認知症総合支援センター
☎０１７８－３８－１３６０
月曜日～木曜日 午前９時～午後１６時
※日曜日祝日及び年末年始を除く

（４）悪質商法の被害にあってしまったので相談したい
被害にあったり、不安を感じた時は、一人で悩まずすぐに相談してください。
●青森県消費生活センター
☎０１７－７２２－３３４３（相談専用電話）
月曜日～金曜日 午前９時～午後５時３０分
土日祝日
午前10時～午後４時
※年末年始を除く
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５． 認知症の予防につながる生活習慣とは？
生活習慣病（高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心臓病など）を予防することは、認知症
の予防にもつながります。

（１）塩分を控えめに、お酒はほどほどに、バランスのよい食事を心がけまし
ょう。
①野菜に含まれているビタミンEやビタミンC、ベータカロチンが有効です。
（これらのビタミンは抗酸化作用があり、脳の老化を防ぐ働きがあります。）
②魚に含まれているDHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA(エイコサペンタエン酸)が有効で
す。（これらの不飽和脂肪酸は、脳の神経伝達を活性化させて、脳の血流をよくすると
言われています。）
③アルコールについては、適量を守ることが大切です。ポリフェノールは抗酸化物質の一
種で、赤ワインに含まれるポリフェノールが有効です。
④認知症に強い脳をつくる効果のある成分と多く含まれている食べ物
ビタミンE

アボカド、かぼちゃ、玄米、さつまいも、春菊、たけのこ、にら、
ピーナッツ、ほうれん草、うなぎ、鯖、サンマ

ビタミンC

アセロラ、レモン、いちご、グレープフルーツ、レバー、
じゃがいも、さつまいも、れんこん、キャベツ、チンゲン菜、小松
菜、カリフラワー

β カロチン

青ネギ、アスパラガス、オクラ、かぼちゃ、小松菜、しし唐辛子、
春菊、ピーマン、ダイコン葉、チンゲン菜、ニラ、人参、パセリ、
トマト

D H A やE P A
ポリフェノール

イワシ、サバ、サンマ、マグロ、ハマチ
赤ワイン

（２）ウォーキングや水泳などの有酸素運動が適しています。
（３）思考力や想像力を刺激する生活を心がけましょう。
本や新聞を読む、囲碁や将棋を楽しむ、創作活動をする、料理をする、旅行の計画を
立てて実行するなど、頭を使って脳に刺激を与える生活をしましょう。

（４）人と積極的に交流しましょう。
地域の活動やボランティア活動、介護予防教室などに参加してみましょう。
-７-

６．ケアパス
認知症の
度合い

本人の
様子

家族の
気持ちと
対応

-８-

本人・ま
わりが
やって
おきたい
こと
決めて
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こと

認
知
症
の
人
や
家
族
を
支
援
す
る
体
制

介護
生活
支援

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（医療・介
護など）を大まかに記載しました。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、参考にしてください。
認知症に対して、適切な対処方法を知っておくことは、認知症の人の理解やケアに役立ちます。

あれ？物忘れかな
認知症の疑い

○物忘れ
○同じことを繰り返し聞く
○片付けが苦手になる
○物がなくなる
○外出がおっくうになる

認知症は家族のか
かわり方や環境に
より、本来の変化
は人それぞれです

悩みを打ち明けられないで一人で
悩んでしまいがち
⇒抱え込まずに相談することが大
事。家族の病気への理解が、今後の
認知症状に大きく影響する。

★友人や地域のつがな
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（老人クラブ・地域
活動等）

相

談

予

防

医
療
通う場所
家事や介護の手助け
地域で見守る
その他の事業

施設に入所する

そろそろ誰かの見守りが必要
認知症を有するが日常生活は 誰かの見守りがあれば日
自立
常生活は自立
○小銭で払うのが苦手になる
○薬を間違えて飲む
○探し物をする時間が増える
○たびたび道に迷う
○食事の支度が一人では難し ○季節にあった服が選べ
い
ない
○火の消し忘れ
○家電の操作が難しくな
○金銭の管理や支払が難しく る
なる
○生活リズムが乱れる

日常生活に
手助け・介護が必要

常に手助け・介護が必要

○トイレの場所がわからない
○道に迷って帰ってこれない
○日にちや季節がわからなく
なる
○洋服の着かたがわからない

○自分で食事ができなくなる
○言葉によるコミュニケーショ
ンが難しい
○歩行が困難
○起き上がるのに介助が必要

本人の失敗が増え、介護疲れを感じる
⇒介護サービス等を利用し、自分のリ
ラックス時間も大切にする。

★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
★元気なうちから生前整理に取り組み
ましょう
★外出の機会を持ちましょう
★本人の話しをじっくり聞きましょう

★一人で行うのが難しいことはま
わ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
機会を持ちましょう。
★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。

最後の過ごし方や看取りが心配
⇒元気なうちに本人の意向を確認
する。エンディングノート等を活
用する。
★本人の「得意」を生かし、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
★介護サービスなどを利用してお互
いリラックスできる時間を持ちまし
ょう
★施設での生活を希望する場合はい
くつか施設を見学しておきましょう。

認知症かも！？と思ったら、村地域包括支援センター（初期集中支援チーム）、かかりつけ医、認知症疾患医療セ
ンター等へ相談しましょう。（５ページ参考）
介護予防教室（いきいき広場）・
生きがいデイサービス ・老人ク
ラブ・サロン活動など
かかりつけ医、認知症専門医療機関（６ページ参考）
デイサービス、通所リハビリ
訪問介護、訪問リハビリ、訪問看護、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護
社会福祉協議会、地域見守り隊（３６事業者・村民）、民生児童委員、認知症サポーター、認知症地域支援推進員ほか
福祉安心電話の貸し出し、あんしん配食サービス、成年後見制度
サービス付高齢者住宅
介護付有料老人ホーム

認知症グループホーム（ユートピア白神）、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム（白神荘等）

津軽地域

認知症協力医療機関ステッカー

津軽地域では、
弘前愛成会病院認知症疾患医療センターが取りまとめをしている
認知症の協力医療機関の窓口等に
津軽地域

認知症協力医療機関ステッカー

が貼られています。お気軽にご相談ください。

-９-

