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認知症ケアパス

禁無断転載ⓒ東京法規出版見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

渋谷区福祉部高齢者福祉課　電話 3463-1989　FAX 3463-2873　区役所本庁舎 5階
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認知症になっても私は
私です。私らしく生き
ていきたい。
（70代女性）

認知症になってもそ
れごと受け止めてく
れる人が家族や町の
中にいてほしい。
（20代女性）
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みんな一緒にお互
い様のパートナー
（30代男性）
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「認知症と共に生き
ること」

が「当たり前」にな
る世

の中にするために私
たち

にできることを世代
を超

えて考え続けていき
ます。

（40代男性）

みんなが笑顔で

自分らしく暮らせ
る

社会になって

ほしいです。

（30代女性）

認知症になっても地域で安心して暮らしていくために



表紙、裏表紙について
　令和元年 6 月「認知症なっても展」で展示され
た「オレンジの木」です。来訪された方々に認知
症のことで思うことや応援メッセージなどを自由
に記載して頂きました。その一部の紹介です。

はじめに。 こんな疑問や不安はありませんか？
この冊子を手に取っていただきありがとうございます。
人生 100年時代の昨今、高齢者となればだれにでも「もの忘れ」がある。

歳のせいなのか？
そのままで大丈夫なのか？
どうすればいいのか？
専門医にかかればいいのか？
と、思いながら不安な気持ちで毎日を過ごしていませんか？

一人で悩みを抱えないでほしいのです。

あなたの味方はたくさんいます。

本人または家族に言えないことはぜひ専門医に相談してみてください。

どうすればいいのか、だれに話せばいいのか書いている冊子です。
気になる所だけでも良いのです。
ゆっくり読んでみてください。

編集者一同
はじめに……………………………………………………………………………………………2
こんな疑問や不安はありませんか？………………………………………………………………3
まずは相談！ ………………………………………………………………………………………4
認知症とは………………………………………………………………………………………6,7
認知症の専門医からのメッセージ ……………………………………………………………8,9
若年性認知症 …………………………………………………………………………… 10,11
これからの暮らし …………………………………………………… 12,13,14,15,16,17,18
リフレッシュ交流会,家族会 …………………………………………………………………… 19
オレンジカフェってどんな場所？ ………………………………………………… 20,21,22,23
本人からのメッセージ …………………………………………………………………… 24,25
高齢者の総合相談窓口…………………………………………………………………… 26,27

頭がモヤモヤ
してすっきり
しない…

何もしたくない…
外出もしたくない

家族はどんなこと
をすればいいの？イライラす

るんです。

もの忘れ
が増えた
気がする。

昔のことは覚え
ているのに、新
しいことはすぐ
忘れてしまう。
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　あなたの生活を支えたり、より良
いものにしてくれるサービスがあり
ます。地域包括支援センターで詳し
い話が聞けます。

あなたの人生のための、早期に繋がる一歩。　ひとりで立 ち向かわず、ともに歩む助けになる人がいます。

※　渋谷区を担当している認知症疾患医療センターがあります。認知症に関する相談なら
びに診療を行っています。詳しくお話を伺い、検査・治療を行い、生活全般に関するサポー
トを行います。
　生活の中で違和感や不安を感じたら、少しでも早く病院を受診することをお勧めします。
早期に診断を受けることは、これからもあなたらしくすごすために大切なことです。

●渋谷区の認知症専門病院

●介護保険って？

●認知症地域支援推進員
　渋谷区には認知症に係る医療及
び介護の専門的知識をもった保健
師・看護師がいます。あなたの生
活のことを共に考えます。
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～推進員に相談した人の声～

地域連携型認知症疾患医療センター
（渋谷区担当）

東京女子医科大学附属成人医学センター
☎03-3499-1917
受付時間：
月～金　9：00～17：00
土　　　9：00～12：00
（第 3土は除く）
所在地：渋谷区渋谷 2-15-1
　　　　渋谷クロスタワービル 20階

地域拠点型認知症疾患医療センター
（東京都西南部 渋谷区・目黒区・世田谷区担当）
東京都立松沢病院 認知症疾患医療センター

☎03-3303-7211
受付時間：
月～金　9：00～17：00
土　　　9：00～12：00
所在地：世田谷区上北沢 2-1-1

都立松沢病院
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　介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全体で支え合う制

度です。40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときにサー

ビス費用の一部を負担して必要な介護保険サービスを利用します。

　ただし、必要ではないサービスを使うことは、かえって身体機能を低下させる結果を招

くことにもなります。
　住み慣れた地域でいつまでも自立して暮らせるよう、ケアマネジャーなどと相談しなが

ら必要なサービスを選んで正しく利用しましょう。

介護保険について

2018年度～2020年度用

介護保険
サービス

わかりやすい！

の

渋　谷　区

●あなたの町の地域包括支援センター
P26、27の「高齢者の総合相談窓口」をご覧ください。

地域包括支援センターは、65歳以上の方の総合相談窓口です。
介護保険や福祉サービス、もの忘れの相談も無料でお受けしています。
利用時間　月～土　9：00～19：00
休 業 日　日曜日・敬老の日以外の祝日・年末年始
※詳しくは、P.26～27　高齢者の相談窓口　をご覧ください。

　渋谷区内にある、認知症本人の人、地域の人、専門家がともに語り合う場所です。気軽
に話のできる地域の居場所です。
　きっと、あなたの力になってくれるでしょう。

●オレンジカフェ（認知症カフェ）　詳細　P.20～23

渋谷クロスタワー
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渋谷
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首都高速 3号線

至恵比寿↑

至原宿↓

←至赤坂

渋谷ヒカリエ

渋
谷
駅

※受診を希望する方は事前に電話で予約をしてください。

まずは相談！
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花言葉：実りのある人生
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認知症の専門医からのメッセージ
　東京女子医科大学附属成人医学センター脳神経内科講師　東京都地域連携型認知症疾患医療
センターのセンター長　松村美由起医師からのメッセージです。
　「認知症かもしれない」と思った時のヒントがつづられています。
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【１】若年性認知症の相談
●東京都若年性認知症総合支援センター
　若年性認知症専門の相談窓口です。仕事、お金、社会保障の事など、若年性認知症コーディ
ネーターがご本人やご家族、関係機関（地域包括支援センター、区市町村、ケアマネジャー等）
からの相談に対応します。まずはお電話をください。
【運営委託法人】特定非営利活動法人いきいき福祉ネットワークセンター
☎03-3713-8205（平日午前 9時～午後 5時）
目黒区碑文谷 5-12-1 TS 碑文谷ビル 3F

碑文谷
公園

碑文谷 5丁目

イオンスタイル碑文谷
碑文谷保健センター交差点

オオゼキ

ボクシングジムマッターホーン
スリーエフ

環
七
通
り

代官
山→

目黒
通り

←駒沢

←等々
力

駒沢通
り

学
芸
大
学
駅

大
森
↓

自
由
が
丘
↓

■東急東横線「学芸大学駅」東口下車徒歩 10分
■東急バス【東 98系】【黒 02系】【黒 07系】
「碑文谷 5丁目交番」バス停下車徒歩 5分

相談無料お気軽にご相談ください

若年性認知症
あなたがもし 65歳未満で認知症になったら、若年性認知症ということになります。
高齢者の認知症と同様に、原因は色々ありますが、最も多いとされるのが、血管性認知症です。
つまり脳梗塞や脳出血などによって引き起こされる認知症です。
基本的には高齢者の認知症と同様に、原因となる病気により症状が異なります。
仕事をしている人、子育て中の人がなると、高齢者とは異なる生活設計が必要になります。
今は、若年性認知症を支援する制度が色々出来ていますので、一人で悩まず、お近くの地域包
括センターや東京都若年性認知症総合支援センターに相談されることをお勧めします。

【3】仕事のこと
　  仕事を辞めずに続けることができている人も沢山います。まずは相談してみることが大
切です。

＊就労についての相談
渋谷区障害者就労支援センター
☎03-3462-2513（平日 10：00～18：00）
渋谷区神南 1-19-8 勤労福祉会館 1階

【4】通いの場
　  渋谷区では、下記の施設で若年性認知症対応の通所介護（デイサービス）を実施してい
ます。若年性認知症の方専門のクラスであり、日常生活上の支援や機能訓練などを行っ
ています。

＊ 若年性認知症対応通所介護 
（デイサービス）

総合ケアコミュニティ・せせらぎ
☎ 03-5790-0900　渋谷区西原 1-40-10
けやきの苑・代々木
☎ 03-5453-0515　渋谷区西原 2-19-1

②  自分ひとりでは判断できない方に代わって財産管理や手続きを行う為の相談窓口があり
ます。

＊成年後見制度の専門相談 P.17
＊あんしんサービス P.17

渋谷区成年後見支援センター
☎ 03-3780-9408 （平日 8：30～ 17：00）

【2】お金のこと
①  診断された後に、医療費の自己負担の軽減や、社会参加の促進を図るため、様々な支援
策が講じられています。まずは、相談してみることが大切です。

＊ 自立支援医療 
（精神通院医療）
＊精神障害者保健福祉手帳

渋谷区障がい者福祉課精神福祉係
☎ 03-3463-1905（平日 8：30～ 17：00）

＊障害年金制度 渋谷年金事務所 
☎ 03-3462-1241（平日 8：30～ 17：15）

③ 騙された不当な契約をした時、まずは相談して下さい。

＊ 契約や悪質商法による被害。商品
やサービスなどに対する相談

渋谷区消費者センター
☎ 03-3406-7644 （平日 9：30～ 16：00）

＊ 消費生活相談専用電話（ご本人・ご
家族）【高齢者被害110番】 P.17

東京都消費生活総合センター
☎ 03-3235-3366 （月～土）9：00～ 17：00）

＊ 高齢者の身近にいる方からの通報・
問い合わせ（ご家族・ヘルパー・
ケアマネジャー等）

東京都消費生活総合センター
☎ 03-3235-1334（月～土）9：00～ 17：00
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