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鯖　江　市

地域包括支援センター・サブセンターの主な業務

　介護保険に限らず、高齢者

の生活全般にわたって相談を

受け、必要なサービスや機関に

つなげます

総合相談支援

　高齢者虐待の予防および対応、

困難事例への対応、成年後見制

度の活用促進、消費者被害の防

止等を行います

権利擁護

　介護支援専門員への支援や地

域ケアの連携・協力体制づくりを

進めます

介護支援専門員
等への支援 　在宅でいきいきと自立して過ご

せるよう介護予防教室や講座を

行います

介護予防事業

　要介護状態となるおそれの高い人

に、適切に介護予防の取り組みができ

るように必要な援助を行

います。また、要支援１と２

に認定された人と総合事

業対象者のケアプランを

作成します

介護予防ケアマネジメント

鯖江市地域包括支援センター
地域包括支援サブセンター

～高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけるように～

立待

神明

中河

片上

北中山

河和田

新横江

鯖江

吉川

豊

鯖江西地区
地域包括支援サブセンター
（エレガントセニールガーデン内）

☎ 53-2776
担当地区：立待・吉川・豊

神明地区
地域包括支援サブセンター
（鯖江市社会福祉協議会内）

☎ 51-2840 担当地区：神明

鯖江市地域包括支援センター
（鯖江市役所長寿福祉課内）

☎ 53-2265

鯖江市地域包括支援センター
（鯖江市役所長寿福祉課内）

☎ 53-2265

鯖江東地区
地域包括支援サブセンター
（鯖江ケアセンターみどり荘内）

☎ 54-0513
担当地区：中河・北中山・片上・河和田

鯖江地区
地域包括支援サブセンター
（木村病院内）

☎ 51-0112
担当地区：鯖江・新横江
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なぜあなたに認知症のことを
知ってほしいのか

　日本人の平均寿命は世界トップレベルですが、一方で、長寿になれば認知症にかかる可能

性は高くなります。平成24年の65歳以上の認知症の人数は462万人、その予備群は推計約

400万人で約4人に1人が認知症の人、又はその予備群ともいわれています。

　これは、認知症が老化と深く関係しているからです。厚生労働省研究班の調査では、85歳

では約4割、95歳では約8割の人が認知症と考えられています。

　鯖江市の要介護認定者における認知症の割合は、国と比べて全体的に少ない傾向となって

おりますが、年齢が上昇するごとに認知症の割合は高くなっており、高齢になるほど認知症

になる可能性が高くなると言えます。

　超高齢化社会を迎えた日本では、誰もが認知症とともに生きる可能性が

あり、誰もが介護者として認知症に関わる可能性があるからです。

※あくまで目安であり、当てはまらない人もいます。

認知症は高齢期に最もかかりやすい

病気の一つです

　加齢などによるもの忘れは、その内容は思い出せなくても、忘れたという自覚はあります。

　しかし認知症のもの忘れは、そのこと自体を忘れてしまうので、もの忘れの自覚がありません。例え

ば、朝食を食べても、食べたこと自体を忘れているので、本人も本当に食べていないと思っているため、

周囲の人が困惑することになってしまいます。

普通のもの忘れと認知症の違い
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認知症になる

可能性が

高くなります

（%）

国：厚生労働科学研究費補助金「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」による。

（※）推定認知症有病率は、年齢別に見た要介護認定者における認知症の割合（率）で算出しています。

年齢別に見た推定認知症有病率（※）

普通の
もの忘れの場合

●もの忘れを自覚できる

●出来事の記憶の一部が欠ける

●ヒントを出すと思い出せる

●年や日付、曜日を間違えること

がある

●思考力や判断力に影響はなく時

間や場所の感覚は残っている

日常生活に
大きな支障は出ません

認知症の
もの忘れの場合

●もの忘れを自覚できない

●出来事の記憶が丸ごと消える

●ヒントを出しても思い出せない

●年や日付、季節がわからなくなる

●次第に進行し、人やものの名前

にとどまらず一般常識のように

蓄積された知識が失われる

日常生活に
支障が出ます

もの忘れと認知症の違い
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認知症を知ろう

　認知症とは、いろいろ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、日常生活に支障が出る状態で、通常の老化による衰えとは違います。

　脳の働きが悪くなって認知症は起こりますが、その原因は様々あり、症状の

現れ方にも特徴があります。主な原因としては次の３つがあげられます。

　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。

　行動・心理症状は、適切な治療や周囲のサポートで認知症

の方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。
※このほかにも、脳の外傷や腫瘍、感染症などさまざまな病気が原因となって脳の障がいが起こり、認知症を引き起こしています。

認知症は脳の病気です

　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、中核症状をもとに、本人の性格や周囲との関わり方、その人のおかれている環境

などが関係して引き起こされる症状を「行動・心理症状」といい、妄想や抑うつなど人それぞれ現れ方

は違います。

どんな症状が起こるのでしょうか

中核症状

　時間、日付、季

節感、場所、人間

関係などの把握が

困難になる。

中核症状に、本人の性格、周囲との関わり方、おかれている環境などが影響

　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。

　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。

　周りの状況を把

握する機能が低下

し、知っているは

ずのものが認知で

きなくなる。

　身につけた一連

の動作を行う機能

が低下し、できて

いたことが行えな

くなる。

●妄想　●幻覚　●攻撃的な言動

●徘徊　●無気力　●抑うつ

●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

しゅよう

　脳内に「レビー小体」という特殊な物質が蓄積さ

れた結果、脳の細胞が損傷を受けて発症する認知症

です。手足のふるえ、筋肉の硬直などの症状や、も

の忘れとともに生々しい幻視（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。ア

ルツハイマー型認知症より比較的早く進行します。

●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

●初期にはもの忘れの自覚がある

●筋肉の硬直などが起こりやすい

●生々しい幻視があらわれる

●画像診断では脳の萎縮が軽い

レビー小体型認知症

●男性に多い

●再発のたび段階的に進行する

●機能低下はまだらに起こる

●初期にはもの忘れの自覚がある

●片麻痺など神経障がいが起こりやすい

●人格は比較的保たれる

●画像診断で梗塞などの病巣が確認できる

脳血管性認知症

　いちばん多い認知症です。脳内で異常なたんぱく

質がつくられ、脳の細胞の働きが少しずつ失われて

死んでいき、脳が萎縮して機能が全般的に低下して

いきます。脳内の変化は、記憶障がいなど具体的な

症状が出る何年も前から起きているといわれ、徐々

に進行していきます。早期の発見が重要です。

アルツハイマー型認知症 症状や
傾向

症状や
傾向

症状や
傾向

●女性に多い

●ゆっくりと症状が進行する

●機能低下は全般的に進む

●もの忘れの自覚がなくなる

●初期には麻痺など神経障がいは少ない

●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

ま ひ

　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。画像診断で

発見しやすいタイプで、損傷を受けた脳の部分の機

能は失われますが、脳全体の機能が低下することは

少ない病気です。片麻痺や言語障がいなど身体症状

が多くみられ、脳梗塞の再発で段階的に進みます。

こうそく

行動・

心理症状

さ さい

記憶障がい 見当識障がい

実行機能障がい 理解・判断力の障がい

失認 失行
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　認知症の進行の仕方や症状は、認知症の種類によって異なります。

ここでは代表的なアルツハイマー型認知症の進行例を掲載します。

認知症の進行と主な症状

認
知
機
能

正
常

中核症状 生活上の障がい 行動・心理症状

言語
障がい

運動
障がい

生活機能
障がい

心理症状
行動
症状

見当識
障がい

記憶
障がい

５年前後で約５０％が

認知症を発症

軽
度
認
知
障
が
い

（
M
C
I)

認
知
症
初
期

（
軽
度
）

認
知
症
中
期

（
中
等
度
）

認
知
症
後
期

（
重
度
）

●食事など、

少し前のこ

と、これから

の予定を忘

れる

●時間がわか

らなくなる

●数字が覚え

られない

●場所がわか

らなくなり

道に迷う

●言葉が出な

くなる（失

語）

●古い記憶も

失う

●失禁が多く

なる、手足

が固まる

●寝たきりに

なる

●トイレの場

所がわから

ない

●生活全般で

ケアが必要

●絶えず動く

●徘徊する

●暴力的にな

る

●親族の顔がわからなくなる

●言葉が理解できなくなる

●話さなくなる

●不安やうつ

●ものとられ
妄想

●怒りっぽく
なる

●イライラし
ている

●服を着るこ

とができな

くなる

●料理ができ

なくなる

●嫉妬する

●笑顔は最後

まで残る

●不潔行為が

見られる

●買い物で必要なものや量が

わからなくなる

●服薬ができなくなる

●バスや電車で新しいところ

へ行くことができなくなる

時間の経過

正常な老化

認知症の進行

高い

低い

発症

　認知症は、進行するにつれ記憶障がいだけでなく生活機能障がいなど、さまざまな障が

いが現れるようになり、日常生活が困難になってきます。一方で認知症の方には、病気の

自覚がなく、周りのサポートがかえって不快な場合もあります。生活能力が低下する中、

残っている能力を維持しつつ、できることをどのように工夫して生活に生かすかが大切です。

　「健康チェックリスト」は、鯖江市地域包括支援センター（鯖江市役所長寿福祉課内）で配布・

回収しています。（６５歳以上の方）

相談窓口 鯖江市地域包括支援センター（鯖江市役所長寿福祉課内）　☎５３－２２６５

（健康チェックリスト３０項目から抜粋）

もの忘れが気になったら、下の質問をチェックしてみましょう。

●もの忘れをチェックしてみましょう（本人用）

●人や物の名前が思い出せない

●どこに物を置いたか忘れやすい

●今何をしようとしていたか分からなくなる

●以前は好きだった物にも、興味や関心が薄れる

●外出や人と会うのが面倒になる

●慣れているはずのことを間違えるようになる

最近、気になりませんか？

それは加齢に伴うもの忘れ？

それとも認知症の兆し･･･？

まずは早期診断が重要です！

質　問 点　数 合計点数

バスや電車で1人で外出していますか(自家用車を含む)

日用品の買い物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

好きだったことや趣味などへの興味や関心がなくなった

0. はい

0. はい

0. はい

0. はい

1. はい

1. はい

1. いいえ

1. いいえ

1. いいえ

1. いいえ

0. いいえ

0. いいえ

1. はい

1. はい

1. はい

0. いいえ

0. いいえ

0. いいえ

1. はい

1. はい

0. いいえ

0. いいえ

ときどき道に迷うことがある

物の置き忘れがしばしばあって困る

最近の出来事を思い出せないことがよくある

以前より怒りっぽくなったなど性格がかわったと感じる
（または、そう言われる）

周りの人から「いつも同じことを聞く」などの
物忘れがあると言われますか

A

B

点

点

3点以上A 1点以上Bまたは であれば、もの忘れ検診をお勧めします。

もの忘れ検診の流れ

1 まず、「健康チェックリスト」に答えましょう！

　上記の結果が出た人には、市から結果票を郵送します。

その結果票を提出すれば、市内の指定医療機関で「認知機能に関する簡易検査」を受けることが

できます。

2 「健康チェックリスト」の結果を確認！

3 検査の結果、精密検査や治療が必要と判断された場合には、

専門の医療機関の受診をお勧めします。
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　認知症は他の病気と同じように、早期の発見と治療がとても大切な病気です。早期に発見し

て適切な対処をすれば、その人らしい充実した暮らしを続けることができます。

●早期の相談や医療機関への受診について
　日常の暮らしの中で、認知症ではないかと思われる言動を、家族の経験からまとめたもので

す。医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中での目安として参考にしてみましょう。

　いくつか当てはまることがあれば、鯖江市地域包括支援センターにご相談ください。

●家族がつくった「認知症」早期発見のめやす

「軽度認知障害（MCI）」の発見と対処が重要です

　「軽度認知障害（MCI）」とは、いわば認知症の前段階で、軽い記憶障がいなどはあっても基本的に日常生活は

大きな支障なく送れる状態です。この段階で発見して適切に対処すれば、特にアルツハイマー型認知症への移行

を予防、または先送りできるといわれています。ちょっとした異変のサインを見逃さないようにしましょう。

もの忘れが

ひどい

出典：公益社団法人　認知症の人と家族の会作成

今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる

同じことを何度も言う、問う、する

しまい忘れ・置き忘れが増え、いつも探している

財布・通帳・衣類などが盗まれたと人を疑う

判断・理解力が

衰える

料理・片付け・計算・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

テレビ番組の内容が理解できなくなった

時間・場所が

わからない

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」と周囲から言われた

不安感が強い

人柄が変わる

ひとりになると怖がったり寂しがったりする

外出時、持ち物を何度も確かめる

「頭が変になった」と本人が訴える

下着を替えず、身だしなみを構わなくなった
意欲が

無くなる

【早期発見による3つのメリット】

早期発見によって、症状が軽いうちにご本人やご家族

が話し合い、治療方針を決めたり、利用できる制度や

サービスを調べたり、今後の生活の備えをすることが

できます。生活環境を整えていけば、生活上の支障や

不安を減らすこともできます。

事前にさまざまな

準備ができる

1

認知症を引き起こす病気には、早期に発見し、治療す

れば改善できるものもあります（正常圧水頭症、慢性

硬膜下血腫、甲状腺機能低下症など）。早めに受診を

して原因となっている病気を突き止め、対処すること

が大切です。

一時的な症状の

場合があります

2

認知症は、適切な治療やサポートを行うことで、進行

を遅らせることができる場合もあります。アルツハイ

マー型認知症の薬で進行を遅らせることもでき、運動

や人との関わりを積極的に行うことも重要です。
進行を遅らせることが

できる場合もあります

3

　「自分が認知症かもしれない」という不安はとても大

きなものです。そのため家族など周囲が受診をすすめ

ても、本人が頑なに拒むといったこともあります。

　まずはかかりつけ医に相談しましょう。これまでの

経過をふまえて診察を行い、本人の状態によっては適

切な病院を紹介してくれます。問診などで正確に症状

を伝えるためにも、できるだけ家族がつきそって受診

しましょう。

　また、家族だけで地域包括支援センターなどの相談

窓口を訪れ、アドバイスを受けることもできます。

本人が受診を拒むこともあります
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　認知症の方の介護をしている家族は、心身の疲れやストレスがたまったり、つい無理をした

りしがちです。介護をするにあたり、家族自身の心身の健康を守ることが重要です。認知症の

方の「その人らしさ」を大切にするのと同じように、家族自身も心身をいたわり、自分らしく

日々を暮らしていくことを大切にしましょう。

●介護する家族の心身の健康を守ることが大切

●こころの健康度自己評価票 ～一度チェックしてみましょう～

　本人の気持ちを大切にしようと心がけていても、発症前の認知症の方を知っている家族の場

合、本人の変化に心を痛めうまく接することができないこともあります。

　介護がうまくいかなくても自分を責めず、できる範囲のことをしながら、周囲の人の支援や

公的なサービスを利用することで、無理の少ない生活の継続につながります。

かかわり方などについて
知っておきたいポイント

　認知症を正しく理解し、早い段階から家族や周囲の方が状況に合った接し方をすることで、

本人の状態は落ち着き周囲の負担が軽くなることもあります。

上手にかかわれば周囲の人もラクになる

　かかりつけ医や地域包括支援センター、担当ケアマネジャーに相談し、

認知症の医療・介護サービスを積極的に活用しましょう。

●ひとりで抱え込まない

　デイサービスやショートステイを利用するなど、介護から解放される時間をつくりましょう。

●自分のための時間をつくる

　これまでの暮らし方、仕事、役割、生きがい、趣味など、自分自身の人生も大切にしましょう。

●自分らしさを大切に

　１日に何回か、からだをほぐしたり深呼吸をしたりして、自分のためのリラックスタイムを短

時間でも取るなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。

●ストレス解消法を見つける

　家族の会など、認知症介護を経験している人同士のつながりをもち、経験者ならではの思

いを共有したり、アドバイスを受けたりしましょう。

●介護者同士のつながりをもつ

福井県と福井県医師会作成

※7番目の死は「自殺に結びつくような死」を意味します。

※9番目は内容により判断（配偶者や家族の死　親戚や近隣の人の自殺　医療機関からの退院　などの場合）

　認知症であっても、これまでの人生で培った経験、自尊心や羞恥心は失われていません。認知症の方

を尊重する姿勢が大切です。

●認知症の方を中心とした接し方５つのポイント 

●介護者の心身の健康を守るポイント 

❶

　過去に起こった出来事を順序立てて思い出せないことがあります。過去と現在が区別できずに混乱し

ていることを理解しましょう。

❷

　これまで当たり前にできていたことができなかったり、失敗したりすることにより、自信をなくして

いき、心理的に不安定な状態になっています。

❸

　介護者が認知症を理解して接していると、認知症の方も安心して落ち着きます。介護者がいらついて

いると敏感に反応したり、興奮したりします。

❹

　感情が抑えられずに、何でもないことで怒ったり、相手を一方的に否定することもありますが、これ

も認知症の症状であり、本人からのサインととらえましょう。

❺

プライドは失っていません。

過去と現在が混同しています。

自信をなくし、心理的に不安定な状態です。

介護者の気持ちが伝わります。

身近な人に、感情がストレートに出ます。

※認知症の方は、身近で心を許している相手に対して、つらく当たる

傾向があります。毎日介護している方にとってはつらいことなので、

不快感を覚えてしまうことも時には仕方ありません。深呼吸をして、

肩の力を抜いてみましょう。

この2週間のあなたに当てはまる方を選んでください

「はい」が

1～5の項目で　2つ以上

5～6の項目で　1つ以上

7～8の項目で　1つ以上

9に該当した場合

いずれか該当すれば

専門家（医師・保健師等）

への相談を勧めます

気分がひどく落ち込んで、
自殺について考えることがある

よく眠れなかったり、眠りすぎることがある

死について何度も考えることがある

わけもなく疲れたような感じがする

自分が役に立つ人間だと思えない

以前は楽に出来ていたことが、
今ではおっくうに感じられる

これまで楽しんでやれていたことが、
楽しめなくなった

毎日の生活に充実感がない

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

はい いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

最近（ここ2週間）ひどく困ったことや
つらいと思ったことがある

❾
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初　期

軽度認知障がい（ＭＣＩ）健康

●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 常に介護が必要認知症の疑い 認知症はあるが日常生活は自立

後　期

正常と認知症の中間の

状態。

●もの忘れは多少あるが
日常生活は自立

●もの忘れは多少あるが
金銭管理や買い物、書
類の作成など日常生活
は自立

●もの忘れ

●同じことを言う

●買い物の時にお札でしか支払えない

●同じ物を何回も買う

●ATMの操作ができない

●身なりを気にしなくなる

●薬の飲み忘れ　●趣味をやめてしまう

●意欲低下　●食事の支度ができない

●火の消し忘れ

●買い物やお金の管理などこれまでできたこ
とにミスが目立つ

●服の着方がおかしい ●服が選べない

●服薬管理が出来ない

●電話対応や訪問者の対応が一人では難しい

●たびたび道に迷う ●家電が扱えない

●文字が上手に書けない ●家族とのトラブル

●入浴をいやがる ●昼夜逆転 

●攻撃的な言動

●もどかしさ、憤り、焦り、不安、孤独

●着替えや食事、トイレな
どがうまくできない

●トイレ、入浴に介助が必要

●遠くに住む子供や孫が
わからなくなったり、親
しい人がわからなくなっ
たりする

●時間・場所・季節がわ
からなくなる

●言葉によるコミュニ
ケーションが難しくな
る。声かけや介護を
拒む

●飲み込みが悪くなり
食事介助が必要

●トイレの失敗

●歩行が不安定

●言葉が出ない

●ほぼ寝たきりで意思
の疎通が難しい

●食事を口から、ほとん
どとれない

●歩行困難

●寝たきり

●誤嚥　●肺炎

ＭＣＩとは

相談する（P13～14）

本人の様子

家族の気持ち

ご自身や家族で

やっておきたい

こと

決めておきたい

こと

予防する

（P15～16）

仕事・役割を

支援（P17）

見守りや

生活の支援

（P18～20）

医療

（P21）

家族の支援

（P21）

住まいを

考える（P22）

認知症の方とご家族に、適切な  情報提供を行います
　認知症の症状に応じた対応・支援体制を認知症ケアパスといいます。認知症を引き起こす疾患や身 体状況などにより、必ずしもこの通りになるわけではありませんが、ご本人の様子により大まかな状

況を把握していただき、今後を見通す参考としてください。表は、右に行くほど認知症が進行してい ることを示しています。認知症の相談はまず地域包括支援センターや市の窓口にお願いします。

認知症の段階 中　期

●話を聞いてもらう【傾聴ボランティア】

介護予防・日常生活支援

総合事業・介護保険（P23～24）

日常生活総合事業・
介護保険の検討

日常生活総合事業・介護保険の
申請

介護サービスの利用

●介護者自身の健康管理を行う。　●介護保険サービスなどを上手に利用する。

●病気が重くなりやすいので医療機関とこまめなやり取りを心がける。

●どのような最期を迎えるかできるだけ本人の視点にたって家族間で話し合っておく。

●介護者負担が増えるため困ったことがあれば抱え込まず、早めに担当ケアマ

ネジャーや地域包括支援センターに相談する。

●規則正しい生活を送り、家庭内で役割をもったり、

地域行事やボランティアなどの社会参加をする。

●いつもと違う、様子がおかしいと思ったらかかり

つけ医・地域包括支援センターなどへ相談する。

★ご家族など身近な方の「気づき」が大切です。

●認知症を正しく理解する。

●介護家族の集まりの場等を利用し、認知 症の方との接し方やコツを身につける。

●ご本人のこれからの介護のこと、生活設計 （金銭管理、財産等）について家族で話し合う。

●困ったことがあったら抱え込まず、かかり つけ医や担当ケアマネジャー・地域包括支

援センターに相談する。

年齢のせいだろう。言えばできるはず。とまどい。否定。

悩みを肉親にすら打ち明けられないで一人で悩む時期。

混乱。怒り。他人の前ではしっかりするが、身近な人に

は症状が強くなる。自分だけがなぜ。相手のペースに

振り回され、疲れ切ってしまう。つらい時期。

生活すべてに介護が必要、介護量が増。

あきらめ、割り切り。

受容。自分自身に投

影。最期をどう迎え

るか。

●認知症カフェ、認知症の人と家族のつどい、家族介護支援事業

●自宅で医療を受けられる【往診・訪問診療、歯科医師、看護師、薬剤師】

●軽度生活援助事業

●お金の管理や契約に関すること【日常生活自立支援事業、成年後　　見制度、成年後見制度利用支援事業】

●地域の見守りや助け合い【友愛訪問、配食サービス、民間宅配弁当、認知症サポーター、シル　　バー人材センター、NPO等有償サービス、地域見守り協定事業、高齢者ひとり歩き模擬訓練】

●自分で行える備え【救急医療情報キットの配布、緊急通報装置貸与】　　●行方不明への備え　　　【徘徊高齢者等SOSネットワーク事業、徘徊高齢者家族支援事業（GPS貸与）】

●自宅に専門職が来てもらい相談ができる【認知症初期集中　　支援チーム】

●認知症の相談や診断を受ける【もの忘れ検診、かかりつけ医、認知症専門医、嶺北認知症疾　　患医療センター】

●交流の場に参加する【認知症カフェ、健康寿命ふれあいサロン】●脳の健康度テスト

●困り事を相談する【地域包括支援センター・サブセンター、認知症初期集中支援チーム、居宅　　介護支援事業所】

●講座に参加する【フレイル・チェック、脳わくわくクラブ自主グループ活動、いきいき講座、健　　康教室】

●地域の活動に参加する【文化講座（健康マージャン、民謡等）、いきがい講座、高年大学】

●認知症サポーター養成講座

●介護を受けられる【小規模多機能型居宅介護、グルー　　プホーム・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム】

●見守りやサービスが受けられる【ケアハウス、サービス付高齢者向け住宅】

●講座や教室、認知症カフェのお手伝い

●シルバー人材センター、ボランティア活動、さばえ♡いきいきサポーター、老人クラブ　など
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目的別の主な支援内容

　認知症をはじめとするさまざまな相談を通じて、介護サービスの利用や医療機関受診への

アドバイス、地域のサポートを受ける方法などのお手伝いをします。

●鯖江市地域包括支援センター

　悩みや心配事は、抱え込まずに相談しましょう。

相談1

まずはどこへ相談したらいいの？

まずはこちらへご相談ください ☎53-2265

　鯖江市では、認知症の専門知識を持つ

医師や保健師等で構成され、認知症また

は、その疑いがある方及び家族を訪問し、

困りごとをうかがい、一緒に解決策を考え

る「認知症初期集中支援チーム」が活動

をしています。

●認知症初期集中支援チーム

家族が認知症かもしれないのですが、

病院の受診も介護サービスの利用も

「いやだ」と言ってしまって…

専門家チームがお手伝いします

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

　専門医に受診するのは正直まだちょっと気が引ける…という方は、まずかかりつけの先生に

相談してみましょう。

●かかりつけ医

　「もの忘れ」の原因が年齢相応のもの忘れなのか、それとも認知症という病気による症状

なのかを、病院の専門外来で診断します。

●専門医

認知症なのかどうかわからない時は？

21ページをご覧ください

早めの診断、早めの対応が重要です。

どう対応してくれるの？

●チーム員がご家庭に訪問し、ご本人やご家族から困っていることや心配なことに

ついてお話を伺いながら早期診断へのアドバイス等、できることを一緒に考えて

いきます。

●一人ひとりの状況に合わせて、おおむね６か月をめどに、必要な医療や介護サー

ビスの利用につなげていく集中的な支援を行います。

●必要に応じて関係機関やかかりつけ医との連携や情報共有も行います。

なんでも気軽に相談できるところはありますか？

　介護のことなど、心配事の相談を年中無休24時間体制で受け付けています。匿名で相談

できます。

●24時間電話相談サービス

鯖江市地域包括支援サブセンター（裏表紙）お問い合わせ先

　まずは、6ページの「健康チェックリスト」に答えましょう。その結果

によって、市役所から届く結果票を提出すれば、市内の指定医療機関

（かかりつけ医）で「認知機能に関する検査」を受けることができます。

●もの忘れ検診

　若年性認知症とは、65歳未満で発症した認知症のことをいいます。働き盛りの世代での発

症は家庭に与える影響が大きく、経済的な問題も生じやすいため、早期の治療や支援が大切

です。

●若年性認知症相談窓口

鯖江市地域包括支援センター　　　　　　　           ☎53-2265

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先 鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

福井県若年性認知症相談窓口（松原病院内）　☎0776-63-5488お問い合わせ先
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　こころとからだを楽しませることが認知症の予防につながります。

予防する2

　高齢者が健康で生きがいのある生活

を送り、長寿を喜びあえる社会を醸成

するため、高齢者の学習活動への支援

として各種講座を行います。

●いきがい講座
　（陶芸、木彫、水墨画、絵画、籐工芸、

　デジタルカメラ、折り紙、マジック等）

鯖江市長寿福祉課　☎53-2219

お問い合わせ先

　転倒防止のための運動を介護予防サポー

ターをリーダーとして、参加者が自主的に

行っています。

●憩の家　健康教室

　地区公民館等（１０ヵ所）で、保健師・看護師等に相談（相談しま専科）ができ、講師に

よる介護予防に関する知識が学べ(学びま専科)、体操やゲームなどレクリエーションを楽しめ

る（楽しみま専科）、３つの講座が１度に学べます。

●いきいき講座“いきいき過ごしま専科で、なが～生きしませんか？”

　サロンとは、町内ごとに５人以上のおおむね６５歳以上の高齢者で構成するグループで、住

居近くの集会場等に集まり、介護予防に関する基礎知識を学習したり、高齢者の共通の悩み

を和らげたり、精神的な安らぎを得る場です。健康寿命を延ばし、在宅の高齢者の福祉の推

進を図るために、サロン運営に係る経費の一部を助成します。（原則１町内１サロンとする）

●健康寿命ふれあいサロン “身近なところで仲間とワイワイ”

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265

お問い合わせ先

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

鯖江市社会福祉協議会　☎51-0091お問い合わせ先

　市内３か所の入浴施設で、運動指導員のもと通信カラオケ機器の介護予防プログラムにあ

わせて、体操・歌等を行います。

●湯ったりクラブ  “入浴施設で介護予防！！”

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

　認知症の方とそのご家族、認知症について不安のある方

や地域の方など誰もが気軽に集えるカフェを開催しています。

また、専門職スタッフがおりますので、認知症のことや医療・

介護のこと、日々の生活で心配なことなど相談もできます。

●認知症カフェ

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

　年をとって心身の活力

（筋力、認知機能、社会と

のつながりなど）が低下し

た状態を「フレイル」と言

います。フレイルの兆候を

早期に発見して日常生活を

見直すなどの正しい対処を

すれば、フレイルの進行を

抑制したり、健康な状態に

戻したりすることができま

す。

　フレイル・チェックでは、栄養や運動などに関する質問のほか、指輪っかテストや片足立ち

上がりテスト、握力、滑舌などの測定を通して、楽しみながら自分の状態に気づくことができ

ます。また、フレイル予防のポイントもお伝えします。

●フレイル・チェック

　脳の機能のうち、認知症となる前に低下しやすい５つの知的機能を測る検査で、その結果

から自分の脳の機能の状態を知ることができます。

●脳の健康度テスト【ファイブ・コグテスト】

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

健康な状態 プレフレイル フレイル 要介護状態

健
康
度
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　役割を持つこと、人とふれあうことで心も豊かになります。

仕事・役割支援3

　地域の高齢者が知識や経験を活かし、社会奉仕活動や健康づくり、仲間づくりに取り組み、

一緒に豊かな地域づくりをしましょう。

●老人クラブ

鯖江市老人クラブ連合会　☎51-1101お問い合わせ先

　サポーター活動（ボランティア）を通して、地域参加・地域貢献をするとともに、ご自身の

健康づくりやいきがいづくり、介護予防につなげます。またサポーターとして、市が指定した

介護施設などでサポーター活動（ボランティア）を行うとポイントが加算され、交付金を受け

ることができます。

●さばえ♡いきいきサポーター

鯖江市社会福祉協議会　　　  ☎51-0091お問い合わせ先

　豊富な経験を有した会員（高齢者）が、

庭仕事・ふすまや網戸の張り替えなどの

仕事をお手伝いします。

●シルバー人材センター

鯖江市シルバー人材センター

☎51-8765

お問い合わせ先

　日頃から「もしも」の時の備えをしておくことも大切です。

安否確認・見守り4

　高齢者の安全をいち早く守るため、緊急事態を委託事業所に通報する緊急通報装置を貸

与、斡旋します。

●緊急通報体制整備運営事業

　孤独感の解消と精神的な健康を増進するため、民生委員が安否の確認を兼ねて訪問し、

乳酸菌飲料を配布します。

●ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業

　健康の増進と孤独感の解消を図るため、ボ

ランティアが給食を持って訪問します。

　食生活の自立支援を目的に実態把握を行

い、サービスの利用調整をして必要な人には

配食サービスをします。

●「食」の自立支援事業･･･配食サービス

　認知症高齢者が徘徊した時、事故などの防止を図るため、常に電波発信機を持ってもらい、

居場所をインターネットや電話で早期に発見できるようにします。

●徘徊高齢者家族支援事業　～徘徊高齢者の行方を発見！～

鯖江市長寿福祉課　☎53-2219お問い合わせ先

　認知症についての正しい知識や対応の仕方について学び、認知症の方やその家族を温かく

見守る応援者「認知症サポーター」の養成講座を開催します。

●認知症サポーター養成講座

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先
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　医療や介護以外にも、暮らしを支えるさまざまな取組や制度があります。

生活支援5

鯖江市長寿福祉課　☎53-2219お問い合わせ先

　高齢者の自立生活を支援するため、軽易な日常生活の援助を行います。

●軽作業援助事業

　認知症などによって判断能力が不十分な人について、本人の権利を守る援助者（成年後

見人等）を選び、本人を法律的に支援する制度です。不動産や預貯金などの財産を管理した

り、介護などのサービスの契約を結んだり、遺産相続の協議を自分で行うことが困難な場合

に利用することができます。

●成年後見制度

　高齢者の心身機能の低下に伴う火事、やけどなどを防ぐために、電磁調理器を給付します。

●電磁調理器給付事業

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

　高齢や障害等により日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方

に対し、社会福祉協議会の職員等が契約に基づいて預貯金の出し入れなどの代行や書類等

の預かりを行います。

●日常生活自立支援事業

鯖江市社会福祉協議会　☎51-1839お問い合わせ先

　徘徊のおそれのある認知症高齢者等を事前に登録し、徘徊が発生した場合、地域の協力

機関に連絡をして、早期に発見できるよう支援します。

　認知症等により徘徊行動がみられる高齢者が、徘徊により所在不明になった場合の早期発

見・早期保護やその方の介護者又はご家族の精神的負担の軽減を図るため、“認知症高齢

者見守りシール”を配布します。

※伝言板機能での連絡により、お互いの個人情報に触れることがないため安心です。

●徘徊高齢者等SOSネットワーク事業

　～徘徊高齢者を早期に発見！！～

登録が必要となりますので、鯖江市地域包括支援センター（☎53-2265）にご相談ください。

認知症高齢者見守りシールを配布します！ 

　携帯電話等で読み取ることができるQRコード付きのシールで、対象者の衣服や靴、杖など

の持ち物に貼りつけるものです。

　衣服に貼るための洗濯への耐久性のあるものと持ち物など動くものに貼るための蓄光素材

で視認性のあるものを無料で配布します。

“ 認知症高齢者見守りシール ”とは？

徘徊による所在不明者の発見・保護のしくみ
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　認知症は早期発見・早期対応・継続治療がとても大切です。

医療6

　日ごろから受診している、かかりつけ医は、普段の状況をよく知って

おり、身近な相談窓口です。

●かかりつけ医に相談しましょう

　認知症の医療相談、鑑別診断や救急応対、保健・医療・福祉サービスに関する情報提供

を行います。また、介護教育や啓発活動も行っています。

●専門医療機関

医療機関名 所在地 電話番号

福井市文京2-9-1

福井市島寺町93-6

鯖江市三六町1-2-6　

0776-28-2929

0776-98-2700

0778-51-1370

　自宅や地域で暮らしていくため

に、住まいへの支援を活用しま

しょう。

住まい8

　高齢者（単身・夫婦）が安心して居住できる賃貸などの住まいです。ケアの専門家による

安否確認・生活相談などが受けられます。また、介護保険サービスなどを利用して、住宅で

の介護を受ける事もできます。

●サービス付高齢者向け住宅

　在宅の高齢者等に対して行う住宅改造費用の一部を助成します。介護保険住宅改修保険

給付の工事は対象外です。

●要介護高齢者住宅改造助成事業

　認知症の方が苦手な突然の環境変化をなくし、認知症になってもいつまでも

住み慣れた自宅や地域で暮らしたい、という願いを叶えるために、地域の実状

に応じたサービスや利用者のニーズにきめ細かく対応するサービスを提供し、認

知症の方やご家族をサポートします。

介護保険サービスに

認知症対応型サービス事業があります

●小規模多機能型居宅介護

●認知症対応型通所介護

●認知症対応型共同生活介護

　家庭環境・住宅事情・身体機能の低下などの理由により、自宅で独立して生活することに

不安のある高齢者のための住まいです。所得に応じた利用料がかかります。

●ケアハウス

鯖江市長寿福祉課　☎53-2219お問い合わせ先

P24をご覧ください。

松原病院（嶺北認知症疾患医療センター）

福井県立すこやかシルバー病院

みどりヶ丘病院（もの忘れ外来）

　ご自宅でご家族の介護をされている方の支援を行います。

家族支援7

　在宅で常時おむつを使用している高齢者等に清潔な安らぎを与え、また介護者の労苦を軽

減するため、紙おむつ購入費の一部助成として紙おむつ助成券を発行します。

●介護用品（紙おむつ）支給事業

鯖江市長寿福祉課　☎53-2219お問い合わせ先

　認知症の本人や介護者が悩みや体験を語り合いながら、交流を深

めます。

●認知症の人と家族のつどい

　介護者が悩みや体験を語り合いながら交流を深め、介護技術の向上と在宅福祉サービスの

理解を図ります。

●家族介護支援事業

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先

鯖江市地域包括支援センター　☎53-2265お問い合わせ先
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　医療や介護以外にも、暮らしを支えるさまざまな取組や制度があります。

申請の窓口は、鯖江市役所長寿福祉課、鯖江市地域包括支援センターです。

訪問型サービス

介護保険サービス10

　ホームヘルパーが居宅を訪問し、調理・

掃除・洗濯などの生活援助や、入浴・

排泄・食事などの身体介護を行います。

●訪問介護

　介護職員と看護職員が居宅を訪問し浴

槽を提供しての入浴介助を行います。

●訪問入浴

　看護師などが疾患を抱えている人の居

宅を訪問して、療養上の世話や診療の補

助を行います。

●訪問看護

　理学療法士や作業療法士などが居宅を

訪問して、機能訓練を行います。

●訪問リハビリテーション

　状態が安定している人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。

●介護老人保健施設

　長期の療養を必要とする人のための施

設で、病院に併設され、医療・看護・介

護・リハビリテーションなどが受けられます。

●介護療養型医療施設

　常時介護が必要で、在宅での生活が

困難な人が、日常生活上の支援や介護を

受けられます。原則として要介護３～５ま

での方が対象です。

●特別養護老人ホーム

　日常生活に必要な福祉用具の貸与や販

売を、専門知識を持った事業者が行います。

●福祉用具貸与・販売

　生活環境を整えるための小規模な住宅

改修（手すりの取り付けや段差解消など）

に対して、要介護区分に関係なく最大18

万円まで住宅改修費が支給されます。

●住宅改修費支給

　通所介護施設で、食事や入浴といった

日常生活上の支援や、生活行為向上のた

めの支援を日帰りで行います。

●通所介護（デイサービス）

　介護老人保健施設などで食事・入浴な

どの日常生活上の支援や生活行為向上の

ためのリハビリテーションを、日帰りで行

います。

●通所リハビリテーション
　 （デイケア）

　特別養護老人ホームなどに短期間入所

して、食事・入浴などのサービスや機能

訓練が受けられます。

●短期入所生活介護
　（特別養護老人ホームでのショートステイ）

　介護老人保健施設などに短期間入所し

て、医療や介護、生活機能の維持向上

のための機能訓練が受けられます。

●短期入所療養介護
　 （介護老人保健施設でのショートステイ）

　サービスを利用するためには「要介護認定」を受ける必要があります。

申請の窓口は鯖江市役所長寿福祉課です。

対象者
① 要介護認定要支援1・2の認定を受けた方

② 健康チェックリストにより生活機能の低下がみられた方

訪問型基準緩和サービス（A型）

訪問型予防給付相当サービス

身体介護を伴わない生活援助

（60分以内）

訪問介護員による身体介護・生活援助

（概ね60分）
1

2

通所型サービス

通所型基準緩和サービス（A型）

通所型予防給付相当サービス

運動を中心とした自立支援プログラム

（3時間未満）

運動を中心に、栄養面やお口の健康の維持・

向上をするための個別プログラム

（個別）（1回2時間、全12回）

運動を中心に、栄養面やお口の健康の維持・

向上をするための個別プログラム

（集団）（1回2時間、全12回）

入浴、排せつ、食事等の日常生活上の

支援及び機能訓練（3時間以上）
1

2

通所型短期集中予防サービス

（C型・個別）
3

通所型短期集中予防サービス

（C型・集団）《生活すいすい教室》
4

介護予防・日常生活支援総合事業

●グループホーム
　 （認知症対応型共同生活介護）

　認知症の人が共同生活をする住宅で、

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が受けられます。

●小規模多機能型居宅介護
　事業所への「通い」を中心に、利用者

の状態や希望に合わせて、「訪問」「泊ま

り」を組み合わせてサービスを提供する

ことにより、自宅で生活を続けていける

ように支援します。

●認知症対応型通所介護
　認知症の方に事業所に通ってもらい、

できるだけ自宅で能力に応じ自立した生

活を送ることができるように、日常生活

上の支援や機能訓練などを行います。

9
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早期発見

　鯖江市では、市内にお住まいで、有効期限内の運転免許の全てを自主返納され

た満65歳以上の方を対象に、次の支援を行っています。

※期限切れの免許証を返納された場合はサービスを受けられません。

　その他「運転経歴証明書」を提示すれば、タクシーや各企業

等が行うサービスも受けられます。

●75歳以上の方のみ、タクシー運賃１割引。(指定事業者)

●マクドナルド、ハーツなど。詳細は県HP「高齢免許返納者サ

ポート制度」参照

①交通災害共済の掛け金を永年にわたって全額負担します。

②つつじバスの『利用者無料証（無期限）』を交付します。

車の運転に不安を感じたら
有効期限内に運転免許を返しませんか。

●運転時認知障害
チェックリスト30

■ 車のキーや免許証などを探し回ることがある。 

■ 今までできていたカーステレオやカーナビの操作ができなくなった。

■ トリップメーターの戻し方や時計の合わせ方がわからなくなった。

■ 機器や装置（アクセル、ブレーキ、ウィンカーなど）の名前を思い出せないことがある。

■ 道路標識の意味が思い出せないことがある。

■ スーパーなどの駐車場で自分の車を停めた位置が分からなくなることがある。

■ 何度も行っている場所への道順がすぐに思い出せないことがある。 

■ 運転している途中で行き先を忘れてしまったことがある。 

■ 良く通る道なのに曲がる場所を間違えることがある。 

■ 車で出かけたのに他の交通手段で帰ってきたことがある。 

■ 運転中にバックミラー（ルーム、サイド）をあまり見なくなった。 

■ アクセルとブレーキを間違えることがある。 

■ 曲がる際にウインカーを出し忘れることがある。 

■ 反対車線を走ってしまった（走りそうになった）。

■ 右折時に対向車の速度と距離の感覚がつかみにくくなった。

■ 気がつくと自分が先頭を走っていて、後ろに車列が連なっていることがよくある。

■ 車間距離を一定に保つことが苦手になった。

■ 高速道路を利用することが怖く（苦手に）なった。

■ 合流が怖く（苦手に）なった。

■ 車庫入れで壁やフェンスに車体をこすることが増えた。

■ 駐車場所のラインや、枠内に合わせて車を停めることが難しくなった。

■ 日時を間違えて目的地に行くことが多くなった。 

■ 急発進や急ブレーキ、急ハンドルなど、運転が荒くなった（と言われるようになった）。 

■ 交差点での右左折時に歩行者や自転車が急に現れて驚くことが多くなった。

■ 運転している時にミスをしたり危険な目にあったりすると頭の中が真っ白になる。

■ 好きだったドライブに行く回数が減った。

■ 同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった。

■ 以前ほど車の汚れが気にならず、あまり洗車をしなくなった。

■ 運転自体に興味がなくなった。

■ 運転すると妙に疲れるようになった。

5個以上チェックが入った方は要注意！

運転時MCI（軽度認知障害）の疑いがあります。
気になる方は専門医や専門機関を受診しましょう。

いくつチェックが
入りましたか？

個

特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会

【監修】浦上克哉

日本認知症予防学会理事長

特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会理事

鳥取大学医学部教授

自分だけでなくご近所さんや隣のあの子、ドライブ仲間も家族みんなでLet'sチェック!

　鯖江警察署、運転者教育センター、市役所総合案内、市民

まちづくり課にあります。

●「運転免許自主返納支援事業届出書」

　運転免許返納時に交付されたもの（申請による運転免許の

取消通知書、運転経歴証明書）

●「申請による運転免許の取消通知書」および
　添付された書類

●申請に必要なもの

詳しくはお問い合わせください

鯖江市　市民まちづくり課　☎0778-53-2214（直通）

申請の手続き

1 運転者教育センターまたは鯖江警察署へ運転免許を返納する。

※郵送および代理申請が可能です。

2 市役所 ( 市民まちづくり課 ) へ自主返納支援を申請する。

お 問 い 合 わ せ


