


 

認知症とは、⽛さまざまな原因で脳の細胞の働きが悪くなることで障害が起こり、
おおよそ６ヶ月以上、生活に支障が出ている状態が続いている状態⽜をいいます。
認知症は、決して他人事ではなく年をとれば誰にでも起こり得る病気です。（65歳
以上の７人に１人と推測されています。）

脳の細胞が死んでしまい起こる中核症状と、心の状態や性格、環境によって出る行動心理症状（Ｂ
ＰＳＤ）があります。

○中核症状
①記憶障害（最近のことを特に覚えられない、すぐ忘れてしまう）
②見当識障害（時間や月日がわからない、人がわからない、場所がわからない）
③理解・判断力の低下（２つ以上のことができない、考えるのが遅くなる）
④実行機能障害（日常生活に必要な作業がこなせなくなる）

○行動・心理症状
不安や焦りからのイライラ、幻覚、夜に眠れなくなる、意味なく外出したり帰れなくなる、身の回

りのことが自分でできなくなる、トイレを失敗するなど

●認知症の症状

１

認知症の原因となる病気の中で、最も多いのは⽛アルツハイマー型認知症⽜です。次に多い⽛脳血
管型認知症⽜、⽛レビー小体型認知症⽜と合わせて３大認知症と呼ばれています。他にも認知症を引き
起こす疾患は様々あり、疾患によって治療法や経過が異なります。

●認知症の種類と特徴

脳の細胞が少しずつ死んでしまい、脳全体
が縮んでいきます。もの忘れから始まり、
ゆっくり時間をかけて進行します。

・アルツハイマー型認知症の特徴

脳梗塞や脳出血などが原因となっておきま
す。不具合が起きた部分の脳細胞がつかさど
る機能が障害されます。

・脳血管性認知症の特徴

⽛レビー小体⽜という物質が脳に出現することにより発症します。記
憶障害や判断力の低下のほか、実際には存在しない人が見える⽛幻視⽜
が起きやすい特徴があります。

・レビー小体型認知症の特徴





認知症は早期に発見すれば、治療によって進行を遅らせることや、症状を軽くすることができる場
合もあります。また、受診することにより、今後起こりうる症状や経過を事前に知ることが出来、
本人・家族にとって、予後の見通しを参考にして、今後の生活に対して準備することができます。
そのためにも早期発見・早期治療が重要です。

⽛もしかしたら認知症かな？⽜⽛何かおかしいな⽜という家族の印象はとても重要です。今までと
は違う症状や行動に気が付いたら、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。

●認知症と老化による物忘れの違いは？
認知症による⽛物忘れ⽜ 老化による⽛物忘れ⽜

体験そのものを忘れる 体験の一部を忘れる

忘れたことを理解できない 忘れたことを自覚している

食べたこと自体忘れる 何を食べたか忘れる

約束したこと自体忘れる 約束をうっかり忘れる

ヒントを出しても思い出せない ヒントを出すと思い出せる

日付や曜日、場所、季節などが
わからなくなる

日付や曜日、場所、季節等を
間違えることがある

つじつまを合わせるなど作り話をする 作り話はしない

日常生活に支障が出る 日常生活に大きな支障はない

※ここがポイント⽛軽度認知障害（MCI）⽜このようなサインを見逃さないようにしましょう。
約束をよく忘れるようになった 家族や周囲の人との会話が少なくなった
服装に気を配らなくなった 趣味への興味がなくなった など



認知症の症状があっても、元の病気を治療すると治る事があります。但し、長期間放
置すると回復が不可能となりますので、こうした病気を早く見つけるためにも早め
の受診が必要です。

認知症の症状を示す疾患
●正常圧水頭症
脳脊椎液が脳室に過剰にたまり、脳を圧迫します。

●慢性硬膜下血腫
頭をぶつけたりした時に頭蓋骨と脳の間に出血して脳を圧迫します。

●その他、脳腫瘍、甲状腺機能低下症、栄養障害、薬物や飲酒に関連するもの 等
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※認知症と診断されてもあわてないことが大切です。本人も戸惑い、混乱しているので、ゆっくりと温か く見守ることで、穏やかに過ごすことができます。

状態 初 期
(変化が起き始めた時)

軽 度
(日常生活で見守りが必要)

中 等 度
(日常生活に手助け・介護が必要)

重 度
(常に介護が必要)

終 末 期

本人の
様 子

約束を忘れる事がある
いつも⽛あれがない⽜⽛これがない⽜と探している
趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなる
不安や焦りがあり怒りっぽくなる
食事の内容を忘れる事がある
お金の管理や書類作成はできる
たまに薬の飲み忘れがある

時間や日にちがわからなくなる
同じことを何度も言ったり聞いたりする
調味料を間違えたり、同じ料理が多くなる
食事をしたことを忘れる
同じ物ばかり着たり、ボタンをかけ違える
買い物で小銭が使えない
部落会費を何度も持ってくる
通帳等の保管場所がわからない
ゴミ出しをしたり、回覧板を回せない

電話や来訪者の対応が一人では難しい
文字が上手に書けなくなる
電子レンジが使えない、鍋を焦がす事が
多くなる
同じ食材を買い込む
入浴を嫌がる
財布や通帳を盗まれた等の妄想がある
たびたび道に迷う
薬の飲み忘れが目立つ
失禁で汚れた下着を隠す
質問に答えられない
季節や場所に合わない服装をする

会話が成立しなくなる
家族の顔や名前がわからなくなる
食べ物でないものを口に入れる
着替えができなくなる
自分がいる場所がわからなくなり、家に
戻れなくなる

表情が乏しくなる
食事の介助が必要となる
飲み込みが悪くなる
誤嚥や肺炎を起こしやすい
尿や便の失禁が増える
寝たきりになる

本人の
思 い

これからどうなるのか不安なとき、周りから⽛もっ
としっかりして⽜と言われると苦しい

できないことも増えるが、できることもたくさん あることを知ってほしい
できないことで一番困ることは新しい場所に一人 ではいけないことと時間の感覚がないこと

症状がかなり進んでも何もわからない人と考えないで！
言葉で自分の状態を表現できなくても顔や表情から快・不快をくみとって
ほしい

周囲の
対応方法

家族や周りの人の⽛気づき⽜がとても大切です
何か様子がおかしいと思ったら、かかりつけ医や
地域包括支援センター等に相談しましょう
認知症サポーター養成講座等で認知症に関する正
しい知識や理解を深めておきましょう（Ｐ６参照）
本人の不安に共感しながらさりげなく手助けしま
しょう

できないことや間違いがあっても責めたり否定し たりしないようにしましょう
火の不始末や道に迷うなどの事故に備えて安全対 策を考えておきましょう(ＳＯＳネット登録)
一人で悩みを抱え込まず身近な人に理解してもら いましょう（ケアマネ、包括）
今後の生活設計について話し合っておきましょう
同じ介護を体験する家族の集いにも参加するとよ いでしょう

食事、排泄、清潔などの支援が必要になり、合併症が起きやすいことを理
解しましょう
どのような終末期を迎えるか家族間でよく話し合っておきましょう
一人で介護を抱え込まないように介護サービスや医療サービスを活用し
ましょう
介護者の気持ちを共有できる場所⽛認知症カフェ⽜などを活用しましょう

認知症
予防等
の事業
や各種
生活支援
サービス

見守りや
安否確認

家族支援

権利を
守る

民生委員や地域の見守り・徘徊高齢者等家族支援事業（GPS）・見守りサービス（郵便局・生協）・高齢者等 見守りネットワーク・六ヶ所村徘徊SOSネットワーク・緊急通報装置・災害時要支援者登録・認知症サポーター養成講座

介護者教室・家族介護者交流事業・家族介護慰 労金事業・家族介護用品支給事業・認知症サポーター養成講座

日常生活自立支援事業 成年後見制度（補助・保佐・後見)

転倒骨折予防体操・足つぼ教室・はつらつ教室・いきいき栄養教室・脳活性化教室

高齢者無料入浴（※70歳以上対象)

老人クラブ（ゲートボール等）・介護予防水中運
動（ろっぷ）・六ヶ所村健康体操・いきいき体操・
ふれあいいきいきサロン（社会福祉協議会）・歩
け歩け運動（社会教育課）

軽度生活援助事業・生きがいデイサービス
(※60歳以上の一人暮らし高齢者) 軽費老人ホーム（ケアハウス）、サービス付高齢者住宅、有料老人ホーム

在宅サービス:訪問介護（ヘルパー）、通所介護（デイ サービス）、訪問看護、通所リハビリテーション（デイケア）、短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）、居宅療養管理指導
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成年後見制度（補助・保佐・後見)

認知症対応型共同生活介護（グループホーム)

軽費老人ホーム（ケアハウス）、サービス付高齢者住宅、有料老人ホーム

在宅サービス:訪問介護（ヘルパー）、通所介護（デイ サービス）、訪問看護、通所リハビリテーション（デイケア）、短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）、居宅療養管理指導

施設サービス:介護老人保健施設（老人保健施設）、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護療養型医療施設（療養病床等)
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 最近、うちのおばあちゃ
んがごはんを食べている
のに食べていないって言
い始めるんですけど。。。。
どうしたらいいんだろう

【１】六ヶ所村役場福祉課・地域包括支援センター
地域包括

支援センター
六ヶ所村尾駮字野附475
0175-72-4457

月～金
８：15～17：00

【２】身近な相談窓口
六ヶ所村

社会福祉協議会
六ヶ所村平沼字二階坂92-7
0175-75-3000

月～金
８：15～17：00

【３】認知症の診断・相談のできる村内の医療機関

医療機関名 住所
電話番号

診療
科目 受付時間

六ヶ所村地域
家庭医療センター

六ヶ所村尾駮字野附986-4
0175-73-7122 内科

月～金
午前 ８：00～11：00
午後 １：30～４：00

ただし水曜日のみ
午前 ８：00～11：00
午後 ２：30～４：30

千歳平診療所 六ヶ所村倉内字笹崎398
0175-74-2301 内科 月～金

午後 １：30～３：30
ただし金曜日のみ
午前 ９：00～11：00

泊診療所 六ヶ所村泊字川原159-17
0175-77-2030 内科

月～土
午前 ８：30～11：00
午後 １：30～３：00

火・金 午後５時まで
土 午前 ８：30～11：00

【４】認知症の専門診断ができる病院

十和田市立中央病院 十和田市西十二番町14番８号
0176-23-5121

メンタル
ヘルス科
(予約制)

月～金
９：30～12：30

担当医師により診療時間
が異なる。かかりつけ医
がある場合は紹介状が必
要⇒電話にて問い合わせ

高松病院
（認知症疾患医療センター）

十和田市三本樹字里ノ沢1-249
0176-23-6540 精神科

月～金
午前 ８：30～12：00
午後 １：30～５：30

ただし、土曜日（第２・４を除く)
午前 ８：30～12：00
午後 １：30～２：00

むつ総合病院
（認知症疾患医療センター）

むつ市小川町１丁目２番８号
0175-22-2111

メンタル
ヘルス科

月～金
８：30～17：00

【５】認知症に関するお薬の窓口相談

おぶち薬局 六ヶ所村尾駮字野附1341-2
0175-73-8600

月～金
８：30～18：00

ただし、水曜日のみ
８：30～19：00

【６】若年性の認知症に関する相談機関
青森県若年性認

知症総合支援センター
八戸市尻内町島田13-1
0178-38-1360

月～木
９：00～16：00
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村では、認知症の方とそのご家族を支える人として⽛認知症サポーター⽜を養成しています。認知
症サポーターとは何か特別なことをするのではなく、⽛認知症サポーター養成講座⽜を受けてそのう
えで、できる範囲を手助けする、例えば友人や家族に認知症の知識を正しく伝える、認知症になった
人や家族の気持ちを理解するなど、活動内容は人それぞれです。認知症サポーター養成講座を終え
られた人には、⽛認知症の人を応援します⽜という意思を示すオレンジリングが配布されます。

●認知症サポーター養成講座

複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、ア
セスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６ヶ月）に行い、自立生活のサ
ポートを行うチームです。
配 置 場 所 地域包括支援センター
チームメンバー 専門医・保健師・看護師・理学療法士・社会福祉士等

●認知症初期集中支援チーム

村では、医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関をつな
ぐコーディネーターとしての役割を担う地域支援推進員を地域包括
支援センターに配置し、認知症の人にその状態に応じた適切なサー
ビスが提供されるよう、介護・医療・地域サポートなどの各サービ
スの連携支援や地域の認知症支援体制を構築し、地域の実情に応じ
て認知症の人やその家族を支援する事業を実施します。

●認知症地域支援推進員



六ヶ所村地域家庭
医療センター

所長
松岡 史彦

80歳以上の３割の方が認知症との
こと。決して他人事ではありませ
ん。なんとなく元気のない友人やご
家族がいたら声をかけてあげて下さ
い。“あなたのことが心配だ”と。
“物忘れ”に傷ついているのかもし
れません。治せる認知症もありま
す。これからのことをご家族とお話
する機会も作れます。案内役の１つ
としてどうぞ医療センターをご利用
下さい。“物忘れ外来”も近日開設
致します。

おぶち薬局

薬剤師
河原木 智

認知症の治療薬は症状を改善方向
へ変化させ、治療をしない場合より
もよい期間を延長するとされていま
す。早期発見・早期対応によって本
人の症状を緩和し、本人の苦痛や家
族の介護負担の軽減が期待できま
す。気になる症状がある方は早めに
関係機関に相談してください。なお
薬局でも認知機能に関するセルフ
チェックが出来ますので気軽にご利
用ください。

六ヶ所村地域包括支援センター
（役場・福祉課内に設置)

直通電話 ７２－４４５７

役場で高齢者の相談窓口として活
動していますが、認知症の相談は
年々増えています。受診のさせ方、
介護保険の使い方など⽛わからない
ことだらけだ⽜と話す方もいます。
私達は状況を聞いて、今後何をし
ていけばよいかなどのアドバイスや
手続きの支援を行っています。窓口
対応のほか、電話や家庭訪問での相
談も行っていますので、何か気にな
ることがあれば、自分達だけで悩ま
ず、まずは私達にご相談ください。
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●居宅介護支援事業者（ケアマネージャー）
ケアマネージャー（介護支援専門員）を配置している事業者です。要介護認定の申請代行やケアプランの作成を依頼
するときの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整を行います。
ケアマネージャーは、介護の知識を幅広く持った専門家です。介護保険サービスの利用にあたり次のような役割を
担っています。
①利用者や家族の相談に応じアドバイスします。
②利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。
③サービス事業者との連絡調整をします。
④施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。

居宅介護支援事業所
尚祐の里 六ヶ所村大字泊字川原1395 77-2040 月曜日～金曜日 ８：15～17：15

六ヶ所在宅介護支援センター 六ヶ所村大字出戸字棚沢130-16 72-3886 月曜日～金曜日 ８：15～17：15

たもぎ在宅介護支援センター 六ヶ所村大字平沼字二階坂92-7 71-3311 月曜日～土曜日 ８：15～17：15

●訪問介護/介護予防訪問介護（ホームヘルプ）
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、食事・入浴・排泄等の身体介護や、調理・洗濯等の生活援助が受けられま
す。（要支援１以上の方が対象）

在宅生活ヘルパーステーション 六ヶ所村大字泊字焼山262-5 76-2236 月曜日～日曜日 訪問介護
７：00～22：00

六ヶ所村ヘルパーステーション 六ヶ所村大字平沼字二階坂92-7 71-3311 月曜日～日曜日 訪問介護
７：00～20：00

介護サービス事業所 こころ 六ヶ所村大字倉内字笹崎254 74-3179 月曜日～日曜日 訪問介護
８：00～17：00

●通所介護/介護予防通所介護（デイサービス）
通所介護施設で、食事・入浴・排泄等日常生活上の支援や、機能訓練等が日帰りで受けられます。（要支援１以上の方
が対象）

老人デイサービスセンター
尚祐の里 六ヶ所村大字泊字川原1395 77-2040 月曜日～金曜日 通所介護

９：30～16：30

ぼんてん荘デイサービスセンター 六ヶ所村大字出戸字棚沢130-16 72-3886 月曜日～金曜日 通所介護
８：45～16：10

たもぎデイサービスセンター 六ヶ所村大字平沼字二階坂92-7 71-3311 月曜日～土曜日 通所介護
８：15～17：15

●通所リハビリテーション/介護予防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等で、食事・入浴・排泄などの介護や、生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰
りで受けられます。（要支援１以上の方が対象）

六ヶ所村介護老人保健施設
ニッコウキスゲ 六ヶ所村大字尾駮字野附986-4 73-7200 月曜日～金曜日 通所リハビリ

９：30～15：45



８

●短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）
介護老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。（要支援１以上の方が対象）

六ヶ所村介護老人保健施設
ニッコウキスゲ 六ヶ所村大字尾駮字野附986-4 73-7200 通年 介護老人保健施設

●短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）
介護老人福祉施設に短期間入所して日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。（要支援１以上の方が対象）

特別養護老人ホーム
貴宝園 六ヶ所村大字泊字川原75-97 76-2227 通年

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

特別養護老人ホーム
ぼんてん荘 六ヶ所村大字出戸字棚沢130-16 72-3886 通年 介護老人福祉施設

●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人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。（要介護３以上の
方が対象）

特別養護老人ホーム
貴宝園 六ヶ所村大字泊字川原75-97 76-2227 通年

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

特別養護老人ホーム
ぼんてん荘 六ヶ所村大字出戸字棚沢130-16 72-3886 通年 介護老人福祉施設

●介護老人保健施設（老人保健施設）
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。（要介護１以上の方が対
象）

六ヶ所村介護老人保健施設
ニッコウキスゲ 六ヶ所村大字尾駮字野附986-4 73-7200 通年 介護老人保健施設

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴等の介護や機能訓練などが受けられます。（要支援２以上の方が対象）

グループホーム
たんぽぽハウス 六ヶ所村大字泊字川原75-98 77-3106 通年 認知症対応型共

同生活介護

●高齢者生活支援ハウス
原則として60歳以上のひとり暮らし高齢者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な方
で、高齢等のため独立して生活することに不安のある方。（自立～要支援までの方）

高齢者生活支援ハウス 六ヶ所村大字平沼字二階坂92-7 71-3311 通年 ８：15～17：15





事 業 名 対 象 者 内 容

外出支援サービス事業 おおむね65歳以上の要介護１以上の高齢者又は身体
障害者

特殊車両による医療機関や老人施設等への送迎
（月２回限度）

軽度生活援助事業 要介護認定に該当しない65歳以上の高齢者のみの世
帯

ヘルパー派遣による家事援助の提供（週２回１時間限
度）

生きがい活動支援通所事業 要介護認定に該当しない60歳以上のひとり暮らしの
高齢者等であって、家に閉じこもりがちな方

デイサービスにおいて日常生活訓練等の日帰りサー
ビスの提供。（週１回限度）

家族介護用品支給事業 在宅で要介護４または５と判定された方、又は65歳未
満で身体障害者手帳１級以上の者 紙おむつ、尿とりパットを支給（月額5,000円まで）

生活支援ハウス運営事業
60歳以上のひとり暮らしや夫婦のみの世帯で、家族に
よる援助を受けることが困難な方、又、独立して生活
することに不安のある方

一定期間の住居の提供（６ヶ月）
対象施設：高齢者生活福祉センター

緊急通報システム事業
65歳以上のひとり暮らしで慢性疾患等により常時注
意を必要とする方、又はひとり暮らしの重度身体障害
者の方

緊急通報装置を対象者へ貸付

高齢者無料入浴事業 満70歳以上の高齢者 対象者へ無料入浴券を配布
※毎週火曜・木曜日に送迎バス配車

長寿祝金支給事業
⑴ 満88歳に達する日において、村内に８年以上住所
を有する方

⑵ 満100歳に達する日において、村内に20年以上住
所を有する方

支給額
⑴ 満88歳（米寿祝金） ５万円
⑵ 満100歳（百歳祝金）100万円

在宅高齢者年末見舞金事業 村内に住所を有する在宅で生活している70歳以上の
単身世帯及び75歳以上の高齢者世帯 支給額：１世帯あたり年額 １回５千円

敬老会事業 70歳以上の高齢者 各自治会に対し、補助金の交付と70歳以上及び88歳に
記念品配布

家族介護慰労金事業 在宅で要介護１以上の方を介護している家族

介護度に応じて、年１回慰労金支給
要介護１：１万円
要介護２：２万円
要介護３：３万円
要介護４：４万円
要介護５：５万円
（過去１年間で３ヶ月以上の入院及び７日以上の施
設入所を利用した方は対象外）

家族介護者教室 在宅で高齢者を介護している家族 介護に関する知識や技術、介護者の健康管理等につい
て学ぶ

家族介護者交流事業 在宅で高齢者を介護している家族 日帰り旅行や１泊旅行、施設見学

高齢者健康増進事業
（転倒骨折予防教室） 65歳以上の高齢者

毎週月曜日・千歳平公民館、火曜日・ろっかぽっか、
水曜日・泊町内会事務所、木曜日・老人福祉センター
で開催

高齢者健康増進事業
（足つぼ教室） 65歳以上の高齢者

毎月第３木曜日 ろっかぽっか
毎月第４火曜日 泊町内会事務所
（４月～11月）

高齢者健康増進事業
（口腔機能向上）

口腔機能が低下しているおそれがある又は口腔機能
が低下している65歳以上の高齢者

言語聴覚士による集団指導１回
歯科衛生士による個別指導３回

高齢者健康増進事業
（栄養教室） 65歳以上の高齢者 地域の集会所等で実施

高齢者健康増進事業
（脳の楽習教室） 65歳以上の高齢者 毎週金曜日９：30～11：30のうち１時間程

（５月～９月）

健康ポイント貯筋事業 対象事業：体操、足つぼ
対象者：六ヶ所村に住所を有する65歳以上の者

参加１回あたり１ポイント付与し、ポイントカード満
了時は商品券と交換できる。

徘徊高齢者等家族支援事業 六ヶ所村に住所を有する徘徊高齢者等を在宅で介護
している家族

ＧＰＳ機能付端末を貸与し、パソコンや携帯電話、固
定電話で位置情報を把握

徘徊ＳＯＳネットワーク事業 おおむね65歳以上で徘徊のおそれがある高齢者等 履物用ステッカーを配布し、行方不明となった場合に
関係機関、協力団体に情報発信し早期発見につなげる

緊急時情報支援事業 65歳以上のみの世帯等 かけつけた消防隊員に救急情報シートを渡し、医療情
報を迅速伝達する

成年後見制度利用支援事業 認知症や、知的障害者等の判断能力が低下した方 家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人等を決め、
財産管理等の支援を行う
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⽛ひょっとして認知症かな？⽜気になり始めたら
自分でチェックしてみましょう

心配な時は、このチェックリストをもってかかりつけ医に相談しましょう

何か変だな？
認知症かな？
心配だな……

脳の健康チェックリスト（本人用)

★⽛かかりつけ医⽜や地域包括支援センターに情報提供することに同意します。

本
人

住所

氏名

生年月日 Ｔ ・ Ｓ 年 月 日 年齢 歳 性別 男 ・ 女

年 月

★質問に当てはまると思ったら○印をつけましょう

№ 質 問 ○印

1 物の名前が出てこなくなった

2 しまった場所を忘れて、物を捜すことが多くなった

3 趣味を楽しんだり、好きなテレビ番組を見ることが面倒になった

4 着替えや身だしなみに気を遣うことが面倒になった

5 最近のＴＶ番組は難しいものが多くなったと思う

6 時々⽛不安⽜や⽛焦り⽜の気持ちが、わいてくることがある

7 ささいなことに対して、イライラするようになった

8 昨夜の食事内容を、考えても思いだせない

9 慣れた道でも、迷ったことがある

10 蛇口の締め忘れやガス台の火の消し忘れが多くなった



家族が認知症かな？と思ったらこのチェックリストを
持ってかかりつけ医に相談しましょう！

脳の健康チェックリスト（家族記載用)

★⽛かかりつけ医⽜や地域包括支援センターに情報提供することに同意します。

本
人

住所

氏名

生年月日 Ｔ ・ Ｓ 年 月 日 年齢 歳 性別 男 ・ 女

年 月

★質問に当てはまると思ったら○印をつけましょう

№ 質 問 ○印
1 同じことを何度も言ったり、聞いたりする
2 物の名前が出てこなく、⽛あれ⽜⽛これ⽜という言葉が多くなった
3 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
4 着替えが面倒になり、身だしなみを構わなくなった
5 ささいなことで、怒りっぽくなった
6 新聞やＴＶの内容を、よく理解できなくなった

7 いつもしていたことを、しなくなった
例）庭いじりをしなくなった、仏壇を拝まなくなった、犬の散歩をしなくなった等

8 老人クラブに参加したり、友人と話したりなど周囲との交流を避けるようになった
9 自分の失敗を、何かのせいにするようになった
10 置き忘れや、しまい忘れが目立ってきた
11 慣れた所で、道に迷うにようになった
12 約束の時間や場所を間違えることが増えた
13 蛇口の締め忘れやガスコンロの火の消し忘れが、目立つようになった
14 夜中に急に起き出して、騒いだことがある
15 薬を飲むのを忘れるようになった
16 財布や通帳など大事な物が盗まれたと言うようになった
17 来ていない⽛人⽜や無い⽛物⽜を、⽛居た⽜とか⽛見える⽜とか言うことがある(幻視)

記載者（同意者）氏名 印 （ご本人との続柄）


