
認知症安心ガイド

栗 原 市

認知症になってもみんなが安心して暮らせるように…

改訂　2019 年 4 月

　さまざまな原因により、脳の働きが悪くなって、これ
まで培ってきた記憶や思考などの能力が、徐々に低下
し、日常生活にまで支障をきたす状態をいいます。
　認知症だからといって感情がなくなるわけではなく、
症状に対して自分で戸惑って不安を感じたり、うつ状態
になったり、怒りっぽくなったりすることもあります。

＊ ＊ ＊ 認 知 症 と は ＊ ＊ ＊
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認知症
になっても… 住み慣れたわが家、

わがまちで
暮らしていくために

認知症
ケアパス

わたしたちのまちの

見本版 貴市区町村の内容にあわせて作成いたします。
くわしくはお問い合わせください。

認知症予防のポイント

　朝起きたら朝日を浴び、食事や睡眠の時間など規則正しい生活を送り、
はつらつと毎日を過ごすようにしましょう。

　他人との交流が週 1 回未満の高齢者は、認知症になるリスクが毎日頻繁に
交流している人に比べて、約 1.4 倍近く高いことが判明しました。要介護にな
る可能性も 1.4 倍高くなります。月 1 回未満の場合は、死亡リスクも高まるこ
とも合わせて分かりました。
　認知症を予防するために、意識的に、家族以外の人とコミュニケーションを
取るようにしましょう。

生活リズムをととのえましょうポイント 3

他人との交流が予防薬！  新しいことにチャレンジしましょうポイント 4

　ウオーキングや水泳、ジョギング、サイクリングなどの有酸素運動が適していま
す。近年、骨格筋の収縮によってマイオカイン（myokine）という生理活性物質が
分泌され、脳や全身によい効果を与えることもわかってきています。
少なくとも２日に１度、20～60 分程度行いましょう。

運動（身体活動）など、積極的に体を動かしましょうポイント 1

　食事のポイントとしてはいろいろまんべんなく食べること。ほかに、次のようなものが挙げられます。

バランスのとれた食事を心がけましょうポイント 2

緑黄色野菜をたくさんとる
小松菜、ブロッコリー、ニンジン、
ホウレンソウ、モロヘイヤなど 飲むなら１合程度に

アルコールを飲
むなら、日本酒
換算で１合程度
にしておきま
しょう。

水分補給を忘れずに
脱水症状にならない
ように、１日１～1.5
リットルを目安に水
分をとりましょう。

青背の魚を食べる
アジ、サバ、イワシ、サケなど

　現段階では、認知症の予防に効果があることがわかっているのは運動ですが、それ以外でも
食事や睡眠など、生活習慣に気をつけたり、脳を活性化する活動をすることが予防に効果があ
ると考えられています。認知機能の改善も期待できます。

よくかんで食べる
よくかむことは消化によいだけ
でなく、脳の血流を増やし、脳
の刺激にもなります。

環境に配慮し、古紙配合率60％以上・グリーン購入法総合評価値
80以上の用紙及び植物油インキを使用しています

●認知症が疑われるサイン

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。

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。

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。

今まで好きだった趣味
などへの興味や関心が
なくなった。

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。

外出したり、人と会っ
たりするのをおっくう
が り、嫌 が る よ う に
なった。

知っているはずの人や
ものの名前が出てこな
くなった。

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。

つじつまの合わない作
り話をするようになっ
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。

以前にくらべ、ささい
なことで怒りっぽく
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。

　以下のチェックリストを参考に「認知症かもしれない」というサインに早めに気づき、かか
りつけ医や自治体の窓口に相談しましょう。認知症による変化は、本人よりも周囲の人が気づ
きやすいことも多いので、身近な家族などが一緒にチェックしましょう。
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もっと認知症を知ろう

　認知症とは、さまざまな原因で脳の働きが悪くなって記憶力や判断力
などが低下し、日常生活にまで支障が出る状態で、通常の老化による衰
えとは違います。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、老化によるもの忘れといえますが、朝
ごはんを食べたこと自体を忘れてしまう場合は、認知症が疑われます。

　新しい体験の記
憶や、知っている
はずの記憶の呼び
覚ましが困難にな
る障害。

　行動・心理症状は、適切な治療や周囲のサポートで認知症
の人が感じている精神的なストレスなどを取り除くことに
よって、ある程度の予防や緩和が可能です。

認知症は脳の病気です

認知症とはどんな病気？

　認知症になると記憶力や判断力などが衰えます。これが認知症という病気の
本質なので「中核症状」といわれます。また、中核症状のために周囲にうまく
適応できなくなったり、心身が衰えたり、不安になることなどによって妄想や
幻覚などの症状が出ることがあり、これを「行動・心理症状」といいます。

どんな症状が
起こるのでしょうか

中核症状

行動・
心理症状

　時間、日付、季
節感、場所、人間
関係などの把握が
困難になる障害。

　旅行や料理など
計画や手順を考
え、それにそって
実行することが困
難になる障害。

中核症状に、不安やあせり、心身の不調、周囲の適切でない対応などが影響

記憶障害 見当識障害

実行機能障害 理解・判断力の障害
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　2つ以上のこと
の同時処理や、い
つもと違う些細な
変化への対応が困
難になる障害。

さ さい

●妄想　●幻覚　●攻撃的な言動
●徘徊　●無気力
●便をいじるなど排せつの混乱
●過食など食行動の混乱　　など

はいかい

　認知症とは、脳の障がいにより、これまで培ってきた記憶や思考などの能力が徐々に低下し、日常生活
に支障をきたす状態です。

■主な認知症のタイプ別特徴

代表的な認知症であるアルツハイマー型認知症の進行の例※

※認知症により進行の仕方は異なりますが、時間の経過とともに重症化していくことは共通しています。
『家族が認知症と診断されたら読む本』（朝田隆著・日東書院）、『新しい認知症ケア 医療編』（河野和彦著・講談社）などをもとに作成

時間の経過

高

低

認
知
症

もの忘れが多いが自立して生活

正常なレベル
軽度認知障がい
（ＭＣＩ）

認知症の進行

MCIになって
５年前後で
約半数が認知症に

治療開始

認
知
機
能

発病

正常な老化

早期から治療を
行った場合

アルツハイマー型認知症 前頭側頭型認知症

血管性認知症 レビー小体型認知症
●脳血管障がいが起こるたびに、段階的に進行する
●気分が落ち込んだり、何かをしようとする意欲が
下がる
●悲しくないのに泣いたり、おかしくないのに笑っ
たりする（感情失禁）
●記憶障がいは軽く、人格や判断力は保たれること
が多い
●動脈硬化の危険因子を抱える男性に多い
●脳血管障がいの再発を防ぐことで進行を予防できる

●人物や動物、昆虫など、詳細な幻覚や妄想を見る
●初期では手が震えるが、進行すると筋肉が固く
なって震えが止まる
●歩行が小刻みになり、転倒しやすくなる

●興味、関心が薄れると、会話中でも立ち去ってしまう
●抑制がきかなくなり、万引きや信号無視など社会
ルールに違反することがある
●交通事故の危険があり、早い段階から注意が必要
●同じパターンの行動を繰り返す
●50歳くらいから発病することがある

●嗅覚から衰え、悪臭に気がつかない
●最近のことを忘れる
●緩やかに進行する
●本人が楽観的であまり気にしない
●事実と異なることを話すことがある（作話）

後期
（終末期）

中期
（混乱期）

初期
（健忘期）



対象者

「認知症初期集中支援チーム」
を設置しています。

　平成30年4月より、認知症の方やその家族の方の困りご
とに早い段階で相談にのることで、早期診断・早期対応が
でき、生活環境を整えるようにします。
　チームのメンバーは、認知症サポート医、保健師・看護
師・社会福祉士などの医療・福祉専門職です。
　半年くらいを目安に支援し、必要なサービスにつながる
ように支援します。

　まずは地域包括支援セン
ターや介護福祉課へ相談して
ください。

市内の40歳以上のご自宅で生活している方
認知症が心配される方
　　特に、 

問い合わせ先
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認知症かなと思ったら
まずは相談を

栗
原
市

●認知症が心配されるが病院にいきたがらない
●治療を中断している
●介護サービスが中断している
●認知症の症状がひどく対応に困っている方

介護福祉課認定調査係
電話：22-1350

地域包括支援センター
連絡先は右ページをご覧ください▶

認知症になっても
安心して住みなれた地域で
暮らし続けるために

認知症になっても
安心して住みなれた地域で
暮らし続けるために

相談

　必要に応じて、認知症初期
集中支援チームの医療･福祉
専門職が訪問します。

訪問

　ケアマネジャーや関係機関
へ引継ぎます。

引継ぎ

・受診の促しや調整
・必要な医療や介護サービス
　の検討
・日常生活についてのアドバ
　イス

認知症初期の
対応支援

相談の流れ
　早期に受診し、診断を受け治療を受けましょう。症状の進行を遅らせたり、軽減させること
ができる場合があります。
◆かかりつけ医（主治医）がいる方は、最近の状態からでもよいので、困っていることを相談
してみましょう。

医
療
機
関

◆認知症疾患医療センター（県・政令市指定）

旭山病院 0229-25-3136 大崎市鹿島台平渡字大沢 21 番地 18

こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ　 0229-24-5165 大崎市古川西館 3 丁目 6 番地 60

◆「ものわすれ専門外来」市内医療機関（予約制：月・金）

石橋病院 32-2583 栗原市若柳字川北堤下 27 番地

◆市内認知症サポート医
※かかりつけ医と連携し、認知症の地域医療の推進及び地域包括支援センター等関係機関と連携づ
　くり等を行ないます。
氏家医院 氏家憲一 32-2328 若柳字川南南大通 2 番地 10

熊坂医院 熊坂祝久 54-2311 一迫字川口中野 10 番地

まるき内科クリニック 鈴木慎二 24-8073 志波姫堀口十文字 1 番地 1

石橋病院 實森崇之 32-2583 若柳字川北堤下 27 番地

栗原中央病院 木田真美 21-5330 築館宮野中央 3 丁目 1 番地 1

一迫内科クリニック 佐々木浩 52-2122 一迫真坂字町東 66 番地 1

相
談
窓
口

★栗原市　市民生活部介護福祉課 電　　　話 22-1350
ファックス 22-0340

kaigo@kuriharacity.jp 
栗原市築館薬師一丁目 7 番 1 号

★地域包括支援センター
　開設日：月曜日〜金曜日（休日、年末年始を除く）開設時間：午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
☆築館・志波姫地域包括支援センター 栗原市志波姫沼崎南沖 452 番地（志波姫総合支所内）

電話 24-8080 ファックス 24-8081 ts-houkatu@kurihara-sfk-or.jp

☆若柳・金成地域包括支援センター 栗原市金成沢辺町沖 200 番地（金成総合支所内）

電話 42-3233 ファックス 42-3235 waka-kin@siesta.or.jp

☆栗駒・鶯沢地域包括支援センター 栗原市栗駒岩ケ崎円鏡寺後 155 番地（栗駒総合支所内）

電話 45-2471 ファックス 45-2487 ku-houkatu@citrus.ocn.ne.jp

☆瀬峰・高清水地域包括支援センター 栗原市高清水中町 39 番地（高清水総合支所内）

電話 59-3861 ファックス 59-3862 s-t.houkatu@chime.ocn.ne.jp

☆一迫・花山地域包括支援センター 栗原市一迫真坂字清水田河前 5 番地（一迫総合支所内）

電話 52-2110 ファックス 52-2118 ichihana-houkatu@miyafuku.jp

（※宮城県 HP より引用）
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認知症の症状とその対処法・支援体制
（認知症ケアパス※）

　認知症は少しずつ進行し、症状が変化していきます。家族や周囲が
認知症を理解し、進行に合わせて上手に対応していくことが大切です。
詳しい内容については、地域包括支援センターにご相談ください。

認
知
症
の
進
行
と
主
な
症
状

認知症の
進行

※ もの忘れが多いが、自立
して生活できる。

軽度 中等度 重度

本人の
様子

●ど忘れが多くなる
●探し物が増える
●鍋焦がしがみられるように

なる

●同じことを繰り返し聞く
●同じものを買ってくる
●電話や来客があったことを忘れる
●怒りっぽくなる

●知っている場所で迷子になる
●相手の話が理解できなくなる
●すぐ興奮し、怒る
●物の使い方や、物が何なのかわからなくなる
●季節に合わせた衣類を選んで着ることができない

●トイレで失敗をする
●話ができなくなる、言葉が出ない
●家族や友人、人の顔が分からなくなる
●身体が動かなくなり、寝たきりになる

家族が
できること
（心構え）

●家庭での役割分担や地域の
行事などへの参加を勧める

●家族で認知症という病気を
理解する

●主治医へ認知症状の相談を
する

●本人が失敗したことを叱らないで、優しく声がけ
　する
●専門医を受診する
●近隣、親族に認知症について理解してもらう
●介護保険のサービスを検討する

●介護・福祉サービスを上手に活用する
●介護者が疲れないよう、心と体の健康管理に努める
●本人ができることの役割を持ってもらう

●介護の負担が大きくなり、いろいろな合併症を起こしやすく
なることを理解する

●どのように人生の最後を迎えるのか、家族間で話し合ってお
く

主
な
支
援
の
内
容

医療に
ついて

知りたい

集まる場が
ほしい

日常生活に
関わることを

手伝って
ほしい

住む環境を
整えてほしい

家族を支えて
ほしい

安全に生活
するために
見守って
ほしい

正常なレベル

認知症の疑い 誰かの見守りがあれば日常生活は自立日常生活は自立 常に介護が必要日常生活に手助け・介助が必要

軽度認知障害
気づき

※「認知症ケアパス」とは…… 認知症と疑われる症状を発症した時から、生活する上でいろいろな支障が出てくる中で、その進行状況に合わせて、いつ・どこで・どのような医療・介護サービスなどを受ければよいのかを標準的に示したものです。認知症の人やその家族が住み慣れた地域で
安心して暮らしていけるように、この「認知症ケアパス」をご活用ください。

認知症

認知症初期集中支援チーム　　かかりつけ医（主治医）　　かかりつけ薬局　　訪問看護

日常生活自立支援事業（まもりーぶ）　　任意後見制度 成年後見制度

短期入所生活介護（ショートステイ）　　老人保健施設　　特別養護老人ホーム

訪問介護（ホームヘルプ）　　通所介護

自宅　　　（住宅改修　　福祉用具）

認知症相談窓口　　認知症専門医　　認知症サポート医　　認知症疾患医療センター

福祉送迎サービス事業　　介護タクシ－

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

通所介護（デイサービス）　　通所リハビリテーション（デイケア）

ボランティア活動　　お茶っこ会　　老人クラブ　　生涯学習　　サークル活動

近隣　　家政婦　　自費ホームヘルパー　　　シルバー人材センター　　協同組合　　宅配給食サービス

くりはら元気アップ体操などの身近な通いの場

生きがい活動支援通所事業　　認知症カフェ

サービス付き高齢者住宅　　有料老人ホーム　　小規模多機能施設

近隣　　自治会　　認知症サポーター　　消費生活相談

宅配給食サービス　　通所介護事業所　　訪問介護事業所

警察　　緊急通報システム　　徘徊高齢者探索システム　　徘徊センサー

軽費老人ホーム（ケアハウス）

介護者家族の集い　　　認知症の人と家族の会　　若年性認知症サポートセンター

地域包括支援センター　　　介護支援専門員（ケアマネジャー）　　認知症地域支援推進員

※ 症状の現れ方には個人差が
あります。



状態に合わせた対応を

　認知症の気づきから生活機能障害が軽度の時期です。もの忘れはあっても、金
銭管理や買い物、事務処理といった日常生活は自立している、もしくは、それら
にミスはあっても、おおむね日常生活は自立しています。

　今までと違うことに気づいたり、不安を抱
えたりすることがあれば、そのままにしない
で、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。

①「認知症の疑いがある」状態、および
②「症状はあっても日常生活は自立している」状態

●まずは相談する
　本人には次第にできないことが増えていく
といういらだちや不安があります。そんな気
持ちを穏やかに保てるように、家族など周囲
の人が上手にサポートしましょう。

●本人の不安を和らげる

　安全ばかりを優先して家に閉じこもるので
はなく、趣味や地域のサークル活動などを通
じ安心してすごせる居場所を見つけ、仲間た
ちと積極的に交流しましょう。

●居場所や仲間を増やす
　医療や介護の方針を含めた今後の生活設計
や、成年後見制度を利用した財産管理の方法
などを早いうちから家族で話し合っておきま
しょう。

●将来を見据える

　認知症の進行によって変化していく症状や行動によって、在宅生活を送るために必要となる
支援やサービスは異なります。その人の状態に合わせた対応を考えましょう。

③「見守りがあれば日常生活は自立できる」状態

この時期
の特徴

　認知症の生活機能障害が中度の時期です。たとえば、処方された薬を指示通り
に飲んだかどうかの記憶があいまいになったり、来訪者への対応がひとりでは難
しくなったりしますが、周囲の適切なサポートがあればこなせる状態です。

この時期
の特徴
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⑤「常に介護が必要」な状態

④「日常生活に手助けや介護が必要」な状態

ア
ド
バ
イ
ス

ア
ド
バ
イ
ス

　認知症の生活機能障害が中度から重度の時期です。着替えや食事、トイレなど
身の回りのことに周囲の適切なサポートが必要になってきます。外出時に道に
迷ったりすることもあるので、サポートする側の注意と対策が必要です。

　介護のプロであるケアマネジャーなどと緊
密に相談し、本人の希望や認知症の状態に合
わせながら、さまざまな介護サービスを組み
合わせて活用しましょう。

●介護サービスを活用する
　通い慣れているはずの道などでも迷ってし
まう危険があります。GPS機能付きの携帯電
話をもたせるなど、いざというときに備えた
見守りの体制を充実させましょう。

●見守りの体制を充実させる

　生活機能が衰えると、家庭内での事故も増
えやすくなります。事故を防止し、介護にも
役立つような介護保険による住宅改修を行
い、生活環境を整えましょう。

●住まいの環境を整える
　判断能力の衰えなどにつけ込まれて、詐欺
や悪質商法などの被害にあう危険がありま
す。成年後見制度を利用するなどして、被害
を防ぎましょう。

●悪質商法などから守る

この時期
の特徴

　認知症の生活機能障害が重度の時期です。認知症の進行とともに身体機能も衰
え、寝たきりになるなど日常生活のあらゆる面で常にサポートが必要になります。
言葉によるコミュニケーションが困難になっている場合もあります。

この時期
の特徴

　言葉による意思の疎通が難しくなってきた
ら、しぐさや表情、スキンシップなど言葉以
外のコミュニケーションの方法を工夫して、
本人を安心させましょう。

●コミュニケーションを工夫する
　寝たきりなどになると、衰えていく体調の
管理がより大切になります。ケアマネジャー
やかかりつけ医と相談しながら、介護と看護
の両面を充実させましょう。

●介護と看護を充実させる

　本人や家族の事情を考慮しながら、今後も
自宅ですごすか、また適切なサポートをする
ための設備や体制の整った施設などですごす
かを検討しましょう。

●生活する環境を整える
　いずれは訪れる終末期に備え、自立してい
たころの本人の希望も含めて、延命措置の選
択など看取りの方法について、家族で話し
合っておきましょう。

●看取りに備える
　家族だけで支えるのではなく、民生委員や
町内会の知人や友人などにも理解を求め、日
常生活の中で積極的に見守ってくれる周囲の
人の数を増やしましょう。

●見守る人を増やす
　思いがけない事故に備えた安全対策を施し
ましょう。特に火の始末については、安全セ
ンサー付きのガスコンロの利用や電化製品へ
の買い替えなどを考えましょう。

●安全対策を考える

　健康管理や持病のことだけでなく、認知症
の症状を含めて、かかりつけ医のアドバイス
を求め、専門医を紹介された場合は受診して
みましょう。

●医療のサポートを受ける
　家族がいない時間帯などに、本人の状態に
合わせた専門家によるサポートを依頼できる
訪問介護や通所介護といった介護保険のサー
ビスを検討しましょう。

●介護のサポートを検討する
認知症の人を
サポートする
ときのポイント

●❶ 年長者として敬い、その人の自尊心を傷つけるような態度をとらない。
●❷ その人の個性を尊重し、言葉になりづらいメッセージをさぐる。
●❸ 自立を目指した間違いや失敗に対しては、まず「大丈夫」と肯定する。
●❹ 地域社会や家庭の中で、何か大切な役割が果たせるように支援する。
●❺ 言葉以外の笑顔やスキンシップによるコミュニケーションも心がける。
●❻ ひとりで介護を抱え込むのではなく、複数の人と協力して支える。

ア
ド
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ス

ア
ド
バ
イ
ス
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ド
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目的別の主な支援内容

相談したい
　認知症の人を支える制度やサービスにはさまざまなものがあります。まずは、相談すること
からはじめましょう。「認知症かもしれない……」と思ったとき、またその後に変化していく
状態に応じて、専門家と相談しながら上手に制度やサービスを利用していくことが大切です。
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認知症相談窓口
相談窓口 電話番号

栗原市　介護福祉課 22-1350
築館・志波姫

地域包括支援センター 24-8080

若柳・金成
地域包括支援センター 42-3233

栗駒・鶯沢
地域包括支援センター 45-2471

瀬峰・高清水
地域包括支援センター 59-3861

一迫・花山
地域包括支援センター 52-2110 相談窓口 電話番号

栗原市
社会福祉課障害福祉係 22-1340

地域生活支援センター
ポレポレ 35-5055

各保健推進室 ※ P10 参照

築館総合支所
市民サービス課福祉係 22-1111

若柳総合支所
市民サービス課福祉係 32-2123

栗駒総合支所
市民サービス課福祉係 45-2111

高清水総合支所
市民サービス課市民福祉係 58-2111

相談窓口 電話番号
一迫総合支所

市民サービス課市民福祉係 52-2111

瀬峰総合支所
市民サービス課市民福祉係 38-2111

鶯沢総合支所
市民サービス課市民福祉係 55-2111

金成総合支所
市民サービス課市民福祉係 42-1111

志波姫総合支所
市民サービス課市民福祉係 25-3111

花山総合支所
市民サービス課市民福祉係 56-2111

相談窓口 電話番号
栗原市　健康推進課 22-0370

築館・志波姫保健推進室 22-1171
若柳・金成保健推進室 32-2126

相談窓口 電話番号
栗駒・鶯沢保健推進室 45-2137

高清水・瀬峰保健推進室 58-2119
一迫・花山保健推進室 52-2130

相談窓口 電話番号
宮城県高齢者総合相談センター 022-223-1165

相談窓口 電話番号 E-mail
RBA相談室（いずみの杜診療所 地域連携室） 022-346-7068 izumi-renkei@izuminomori.jp

相談窓口 電話番号／ホームページ

運営主体：認知症介護研究・研修大府センター 0800-100-2707（フリーダイヤル）
http://y-ninchisyotel.net/

こころの相談（電話相談）・栗原市メンタルヘルス相談
　心の健康を維持し、心の病気に上手に対応するために、保健師が対応します。（随時）
　また、月1回精神科の専門医師の相談が受けられます。予約制となりますので、お住まいの地区
の保健推進室へ申し込みください。(場所：栗原市役所相談室 )

市では認知症地域支援推進員を配置し、各支
援機関との調整や体制づくり、認知症の本人、
家族を支援する相談を行っています。認知症初
期集中支援チームでの対応も行っています。

宮城県高齢者総合相談センター

若年性認知症支援コーディネーター

若年性認知症の電話無料相談

障害者相談支援

相談窓口 電話番号
公益社団法人「認知症の人と家族の会」宮城県支部  022-263-5091（FAX 兼用）

公益社団法人「認知症の人と家族の会」宮城県支部
●電話相談…毎週　月曜日～金曜日　(ただし、祝休日を除く、相談時間：午前９時から午後4時まで）	

　65歳未満の若年性認知症の方に特有の様々な疑問や悩みについて、無料で相談できます。（月曜
日から土曜日まで（年末年始・祝日除く）、午前10時から午後3時まで）

　精神障害者保健福祉手帳の取得についての相談、精神通院医療、障害年金、就労等の相談がで
きます。

　法律相談・医療相談・保健、介護等
の専門相談等
（月～金　午前9時から午後5時まで）

　適切な専門医療機関への案内・継続支援、就労支援、本人・家族同士の交流支援（平日午前9時から午後4時）

生活困窮等の相談窓口
　仕事や生活に困りごとや不安を抱えている人は、相談
窓口にご相談ください。（午前8時30分から午後5時
15分まで土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）

相談窓口 電話番号
栗原市　社会福祉課 22-1340



12 13

集まる場所がほしい
　認知症による生活機能の衰えなどがあると、本人は外に出かけて行く自信がなくなります。
外出を控えて他者とのつながりがなくなることを防ぐために、安心して通えて、また通いたい
と思える場所を見つけましょう。

　認知症は、早期発見と早期治療が大切な病気です。正しく診断してもらい、適切な治療をは
じめるために、日常生活で異変を感じたら、なるべく早く医療機関を受診しましょう。認知症
の症状や状態に合わせて受診機関が分かれることもあるので、まずはかかりつけ医などを受診
しましょう。

医療について知りたい医療について知りたい

お問い合わせ先 電話番号
築館・志波姫教育センター 23-1236

若柳・金成教育センター 32-2127

栗駒・鶯沢教育センター 45-2225

瀬峰・高清水教育センター 38-2127

一迫・花山教育センター 52-2115

お問い合わせ先 電話番号
栗原市　社会福祉課 22-1340

お問い合わせ先 電話番号
栗原市社会福祉協議会 23-8070

お問い合わせ先 電話番号
地域包括支援センター P5 参照

お問い合わせ先 電話番号
栗原市社会福祉協議会 23-8070

かかりつけ医
くりはら元気アップ体操

かかりつけ薬局

地域の活動

生涯学習

通所介護（デイサービス）

認知症カフェ（おれんじカフェ）

通所リハビリテーション（デイケア）

生きがい活動支援通所事業

一人暮らし高齢者の会食会

訪問看護

　日常的な診療や健康管理をしてくれる身近な
お医者さんのことです。ささいな変化や悩みも
相談できます。また、お近くの精神科や物忘れ
外来を行っている医院などへも相談できます。

　週1回仲間同士で身近な場所に集まって、地
域で介護予防に効果のある体操に取り組みます。

　お薬の飲み方や管理等について困っている事
があれば相談できます。また、訪問によるお手
伝いも受けられます。

　ボランティア活動・サークル活動・老人クラブ・
お茶っこ会

　公民館等で開催されており、趣味活動から生
涯学習まで幅広い講座等があります。

　認知症カフェとは、認知症の方や本人が、お
茶を飲みながら、ほっと一息、気軽におしゃべり
を楽しむ場です。認知症のご本人も、介護してい
る方も、認知症のことをもっと知りたいという方
も、どなたでもご参加ください！！専門職が認知
症に関するいろいろな情報をお届けします。（17
ページ参照）

　通所による軽体操・趣味・創作活動などを行
います。
●対象：60歳以上の自立した日常生活ができる方

　定期的にボランティアによる会食会を開催して
います。

　看護師などが、疾患を抱えている人の自宅を
訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。

認知症専門医

認知症サポート医

認知症疾患医療センター

　認知症専門医とは、日本老年精神医学会や日本認知症学会などの学会が認定している認知症の
専門医のことで、主に「精神科」「神経内科」「心療内科」「脳神経外科」といった診療科の医師がそ
れにあたります。また、認知症に特化している場合は「もの忘れ外来」という診療科を掲げている医
療機関もあります。

　認知症サポート医養成研修を受け、かかりつけ医と連携し、認知症の地域医療の推進の役割があ
ります。地域包括支援センター等関係機関との連携づくり等も行います。

　ご本人、ご家族、関係機関からの認知症に関する様々な相談に専門の相談員が応じます。受診し、
認知症かその他の病気ではないか必要な検査を行い、総合的に判断をします。診断に基づきご家族
や関係機関を交えて個々に応じた治療などの方針を検討します。	 【Ｐ5参照】



安全に生活するために見守ってほしい
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　認知症で生活機能が衰えている高齢者がひとり暮らしだったり、同居する家族が仕事で外出
するなどひとりですごす時間が長かったりすると、本人も家族も不安がつのります。日常生活
の中で、健康面や安全面などにおいて、思いがけない異変にも対応できるような見守りの体制
づくりをしましょう。

日常生活に関わることを手伝ってほしい
　生活機能の衰えた認知症の人が安心して在宅生活を送れるように、市区町村では「訪問」や
「通所」によるきめ細やかな介護サービスが整備されています。かかりつけ医やケアマネジャー
などの専門家と相談しながら、認知症の状態や生活環境などに合わせて、必要となるサービス
を利用しましょう。

相談窓口 電話番号
栗原市消費生活相談窓口 22-1501

県民サービスセンター栗原 23-5700

お問い合わせ先 電話番号
栗原市シルバー人材センター 35-1777

お問い合わせ先 電話番号
栗原市　介護福祉課・
地域包括支援センター P5 参照

栗原市　社会福祉課 P11 参照

お問い合わせ先 電話番号
まもりーぶ 21-2245

お問い合わせ先 電話番号
地域包括支援センター P5 参照

お問い合わせ先 電話番号
栗原市　社会福祉課 22-1340

家政婦・自費ホームヘルパー等

近隣・ボランティア 介護タクシー
認知症サポーター 通所介護事業所・訪問介護事業所

消費生活相談

宅配給食サービス

近隣・自治会・老人クラブなど

成年後見制度

日常生活自立支援事業（まもりーぶ）

訪問介護 通所介護（デイサービス）

在宅高齢者の福祉サービス

栗原市シルバー人材センター
●掃除、食事つくり、洗濯など家事手伝い、留守番、草刈・草取、除雪作業等
　…基本料金1時間 850円

　家事や草取、通院の付き添いや買い物等の支
援が受けられます。

　見守りや声がけ、ちょっとした生活のお手伝い
を地域で支え合います。

　介助が必要な方の福祉車両による移送を行い
ます。 　認知症サポーター養成講座を受けた受講者が、

認知症の方やそのご家族を温かく見守る応援者
の事です。オレンジリングが目印です。【P19参照】

　介護保険のサービス【P14参照】

　消費者のための相談や情報提供を行う機関で
悪質商法などの被害などの相談ができます。

　市や、コンビニエンスストア、スーパー、商店
などで宅配給食を提供しながら見守りを行ってく
れます。

　見守りや声がけ、ちょっとした生活上の手伝いを地域で支え合うことが必要です。

　介護保険のサービスで、ホームヘルパーの自宅
訪問による、調理・洗濯・掃除などの「生活援助」
や、入浴・排せつ・食事の介助などの「身体介護」
が受けられます。また、夜間を含む定期的な巡
回や随時の訪問を行う「夜間対応型訪問介護」
もあります。

　介護保険のサービスで、送迎つきの通所介護
施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や
機能訓練などの支援、さらにレクリエーションな
どのサービスを日帰りで受けられます。また、地
域密着型の介護保険サービスでは、認知症の人
を対象にした「認知症対応型通所介護」もあります。

●宅配給食…自分で料理を作ることができないとき、お弁当の配達を行います。
●高齢者日常生活支援…庭の草刈や除雪、簡易な家屋の修繕等	 	
●寝具洗濯等サービス事業…年1回寝具の洗濯乾燥
●高齢者福祉タクシー利用助成

　成年後見制度とは、認知症などの理由により判断能力
が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益をこう
むったり、権利や尊厳が侵害されたりすることのないよう
に、家庭裁判所に選ばれた後見人によって支援する制度で
す。後見人には、家族など身近な人や、弁護士、司法書士、
社会福祉士といった適任者が選ばれます。

　判断が難しくなったときの金銭管理やサービスの手続き
等をお手伝いします。
●基本料金…月700円、他サービス料・交通費



住む環境を整えてほしい
　認知症による生活機能の衰えなどがあると、その状態に合わせて住まい環境を整えて
いく必要があります。ケア体制を含めた環境が整っている施設などへの入所も選択肢の
ひとつです。自宅での生活を続ける場合は、必要な住宅改修や福祉用具の利用を考えま
しょう。

家族を支えてほしい
　認知症の人を介護するのは決して容易なことではありません。特に在宅で介護している家族
には大きな負担がかかりやすい傾向があり、介護する側の心身の負担を軽減することが大切で
す。介護する人に余裕が生まれれば、それは介護される人にも伝わり、お互いの信頼や安心に
つながります。
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問い合わせ先 電話番号
栗原市　社会福祉課 22-1340

地域包括支援センター P5 参照

問い合わせ先 電話番号
栗原市　介護福祉課 22-1350

地域包括支援センター P5 参照

問い合わせ先 電話番号
栗原市　介護福祉課 22-1350

問い合わせ先 電話番号
若柳警察署 32-3111
築館警察署 22-1101

問い合わせ先 電話番号
栗原市　介護福祉課 22-1350

緊急通報システム

住宅改修

在宅でのサービス 施設等のサービス

介護者家族の集い

地域包括支援センター

介護支援専門員（ケアマネジャー）

若年性認知症の人と家族の会「せせらぎの会」

サービス付高齢者住宅

福祉用具

有料老人ホーム

軽費老人ホーム（ケアハウス）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

短期入所生活介護（ショートステイ）

老人保健施設

特別養護老人ホーム

小規模多機能施設

徘徊高齢者探索システム・徘徊センサー 警察

●一人暮らしに不安がある場合、家庭用緊急通
　報装置を設置します。
●その他、携帯会社や警備会社等のサービスも
　あります。

　介護保険のサービスで、手すりの取り付けや段
差の解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修
費が 20万円（自己負担額を除く）を上限に支給
されます。ケアマネジャーなどと相談して慎重に
検討しましょう。引っ越した場合や要介護状態区
分が大きく上がったときは、再度給付を受けるこ
とができます。

　介護者の悩みや不安を話したり、相談できるよ
う、各地区で定期的に開催しております。

　認知症地域支援推進員を配置し、相談や関係
機関との連携などの支援を行っています。

　介護保険サービスを利用する際に、本人の状
態に合わせた必要なサービスの計画を作成します。

　年6回若年性認知症の本人や家族の方の集い
を開催し、情報交換や交流をしています。同じ
立場の方同士で安心して話をしたり、悩みや思い
を分かち合う場所です。

※参加費が１００円から３００円程度かかりますので、お問い合わせください。　※2019 年 3月現在の情報です。

　介護保険のサービスで、日常生活の自立を助
ける福祉用具の貸与が受けられます。福祉用具
の貸与については、使用期間をあらかじめ限定
し、定期的にその必要性を見直していきます。ま
た、貸与に適さない入浴や排せつなどに使用す
る福祉用具の場合は、購入したときに購入費が
同年度で10万円（自己負担額を除く）を上限に
支給されます。

　GPS端末機の借用費用助成 　認知症の人が悪質商法や詐欺被害、徘徊など
で行方不明になる等、何らかのトラブルが生じた
ときに対応してくれます。

名称 開催日・時間 住所・電話番号
オレンジカフェ

ひよっこ
毎月 第1土曜日

午前10時〜12時
金成片馬合根岸111-1（代表：小野寺） 　

☎0228-44-2046
オレンジカフェ

ケア★スタ
CARE ★ STA

偶数月 第3土曜日
午前10時〜12時

金成中町西裏15-4（デイサービス　ケアスタ中町）
☎0228-24-8456

おれんじカフェ
「こっから」

毎月 第3木曜日
午前10時〜12時

鶯沢南郷下日照75番地（風和の郷居宅介護支援事業所内）
☎0228-24-8512

オレンジカフェ
六日町

毎月 第3火曜日
午前10時〜12時

栗駒岩ケ崎六日町21-2（居宅介護支援事業所りつわ）
☎0228-49-1565

こもれびカフェ
清水沢

毎月1回 日曜日
※要問合せ

午前10時〜12時
栗駒八幡清水沢６６番地１（グループホーム清水沢）

☎0228-45-6305

おれんじカフェ
大東

偶数月 第1日曜日
午前10時〜12時

一迫大川口大東74（デイサービス　大東）
☎0228-24-7442

栗原市　認知症カフェ（おれんじカフェ）



認知症サポーター養成講座

受講者にはオレンジリングを
プレゼントします

受講者にはオレンジリングを
プレゼントします

ご本人の声を大切に

　何か特別なことをする人ではありません。認知症を
正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り支援す
る「応援者」です。地域の中で、今までと変わらない付き
合いをしながら困っているときなど声をかける方です。
　栗原市では平成18年から実施しており、
391回、延べ11,478人の
認知症サポーターを
養成しています。
（H30年12月末現在）

●認知症の理解（原因となる病気・症状）　
●認知症の方との接し方　●認知症予防について　●相談窓口
1時間～1時間30分程度の講座でDVD等を活用し、わかりやすく講座を行います。
●講師：栗原市キャラバン・メイト

　日時・会場・おおよその参加人数が決まりましたら、下記までご連絡ください。
栗原市市民生活部介護福祉課　22-1350
市内地域包括支援センター
　築館・志波姫地域包括支援センター　24-8080
　若柳・金成地域包括支援センター　　42-3233
　栗駒・鶯沢地域包括支援センター　　45-2471
　瀬峰・高清水地域包括支援センター　59-3861
　一迫・花山地域包括支援センター　　52-2110

認知症サポーターとは？

講座
の内容

申込・
問い合わせ

　サポーター養成講座の講師を行うため、専門研修を受講し認知症に対す
る正しい知識と具体的な対応方法を習得された方です。

　認知症の方に合わせた生活を整えるためには、本人の声を周囲の人が理解してあげることが必要です。
親しい方、お手伝いする方が一緒に書き込んでみましょう。

大切な思い出

大切な人

大切なもの

楽しみ・好きなこと

好きな場所、行きたいところ

好きな食べ物、飲み物

好きな音楽・歌

好きな言葉

大切な習慣・こだわり

これからもやりたいこと・続けたいこと

いらいらすること

不安・心配ごと

してほしいこと

●眠れないとき
●体が思うように行かないとき
●出来るのに何もするなと
　怒られたとき･･･等

いらいらすること

●生まれたところ、実家
●昔旅行したところ
●今通っているデイサービス
　に通い続けたい
●家が一番いい･･･等

好きな場所、行きたいところ

●誰かが勝手に荷物を
　いたずらする
●家族に迷惑をかけること
●体が弱くなること･･･等

不安・心配ごと

●優しく声を掛けてほしい
●話し相手をしてほしい
●場所が分からないとき
　教えてほしい･･･等

してほしいこと

～平成30年度本人アンケートから～
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