
恵那市認知症ケアパス 【第４版】

恵 那 市

この冊子を手にとっていただいた「あなた」へ。

今のあなたは、「記憶が思い出せない」「今までできていたことがうまくでき
なくなった」、「ひょっとしたら自分は認知症ではないか？」と不安な気持ちの
中、毎日を過ごしているのかもしれません。
または、自身が認知症と診断を受けてまだ日が浅く、信じられない気持ち
で毎日つらい思いをしているかもしれません。
あるいは、認知症の診断を受けた家族の介護をしている、一緒に生活を
送っている立場かもしれません。

この冊子は、恵那市内の認知症に関する相談窓口、医療や福祉機関の
情報やサービスについて、日々の生活についての情報をまとめています。

時間のあるとき、気持ちが落ち着いたときに、ゆっくりと読んでみてください。

恵那市公式キャラクター
エーナ





このガイドブックを手にされた方へ
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平成27年1月27日に、政府が進める認知症施策として、厚生労働省より「新オレンジプラ
ン」が発表されました。

新オレンジプランでは、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい
環境で、自分らしく暮らし続ける社会の実現を目指す」ことを基本的な考えとしています。

このガイドブック（恵那市認知症ケアパス）では、市民に認知症のことをよく知っていただくと
ともに、認知症のご本人へのケアはもちろん、支えているご家族へのケアについてや、そのと
きの症状で利用できる医療・福祉などのサービスの目安をまとめ、だれもが安心・安全に生活
できるよう作成いたしました。

現在、全国で認知症の人の数は約462万人。予備群の人も400万人と言われており、団塊
の世代が後期高齢者となる2025年には、患者数が700万人を超えると見られています。

新オレンジプランを軸に、人々が認知症と向き合ってともに暮らしていける「えな」、認知症
の人や家族が本当に必要としているサポートをしていける「えな」となるよう、恵那市は取り組
んでいきます。
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認知症の理解

○変性疾患 ・アルツハイマー型認知症（アルツハイマー病など）
・レビー小体型認知症
・前頭側頭型認知症（ピック病）

○血管性認知症 脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化など

○その他の類型 慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、甲状腺機能低下症、
栄養障害、薬物やアルコールに関連するものなど
（その病気本来の治療により治る可能性もあります）

認知症とは、いろいろな病気が原因で脳の細胞が減少してしまった

り、働きが悪くなったために、記憶力や理解力・判断力などさまざ

まな障がいが起こり、生活する上で支障が出ている状態を指します。

認知症を引き起こす病気はたくさんあります。

多くの場合は、進行性であり、ゆっくりと進行していくことが特徴です。

単なるもの忘れと、病気によるもの忘れは違います
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認知症はめずらしい病気ではなく、だれにでも起こりうる病気です。

「年だからよくあること」
「たまたま体調が悪かっただけ」
「まさかそんな病気になるわけがない」

などと思ってしまいがちです。
その思い込みのために認知症の気づきが遅れてしまうかもしれません。

早めにかかりつけ医に相談したり、もの忘れ外来などの受診により、
専門家のアドバイスを受けることが大切です。

「認知症は治らない病気・病院に行っても意味がない」という考え方は
誤りです。

認知症の理解

早期発見・早期受診のメリット

①治療可能な認知症であれば、早期に発見し治療することで症状が改善
する

②早い段階から薬を飲み始めることで進行を遅らせることができる

③理解力や判断力のある早期のうちに、自分の暮らし方や将来について
考え、備えることができる

④認知症に関する情報を集めたり、使えるサービスや制度を知ることで、
不安に対処できる
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中核症状

その他

理解・判断力の障害

実行力障害

見当識障害記憶障害

行動・心理症状（BPSD）

興奮・暴力

徘徊不安・焦燥

幻覚・妄想 不潔行為 せん妄

性格・素質
環境・
心理状態

脳の細胞が減少する

認知症の症状について

認知症の症状は大きく分けて２つあります。（主にアルツハイマー型認知症）

①中核症状

脳の細胞が減少することによって起こります。程度の差はありますが、
必ず見られる症状です。認知症の経過と共に進行していきます。

②行動・心理症状
（BPSD…Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia）

中核症状に加えて、その人の性格や気質、生活環境や人間関係が複雑に絡ん
で見られます。全員に見られるわけではありません。

うつ状態・無感動・無関心
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認知症の症状について

症状の特徴

アルツハイマー
型認知症

新しく経験したことを記憶できず、すぐに忘れてしまう

判断力や理解力が低下する

もの盗られ妄想、徘徊、とりつくろい など

脳血管性
認知症

低下する能力と保たれる能力がある（まだら認知症）

意欲や自発性がなくなる

感情のコントロールがうまくいかない

手足のしびれ、まひ など

レビー小体型
認知症

幻視、妄想

パーキンソン症状（小刻み歩行、身体のこわばり）

うつ状態

睡眠時の異常言動

1日のうちで症状の変動が激しい など

前頭側頭型
認知症

常同行動（パターン化した行動の繰り返し）

おうむ返し

落ち着きがなくなる

興奮状態になりやすい

逸脱行為（社会的ルールを守りにくい） など

認知症の原因となる疾患によって、症状にも特徴があります。
２つ以上の疾患が合わさることもあります。
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もの忘れがひどい

□ 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

□ しまい忘れや置き忘れが増え、いつも探し物をしている

□ 財布・通帳・衣類などを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

家族が作った「認知症早期発見の目安」① 公益社団法人
認知症の人と家族の会作成

もの忘れが気になって心配でしたら、気軽に相談してみませんか。
認知症は早く気づいて対応することで症状を軽くしたり、進行を遅らせることができます。
まず相談が必要か、このチェックシートを試してみましよう。

あてはまる項目をチェック☑してください。
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不安感が強い

□ 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

意欲がなくなる

□ 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった

□ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

□ ふさぎこんで何をするのも億劫がり、いやがる

人柄が変わる

□ 些細なことで怒りっぽくなった

□ 周りへの気遣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

いくつか思い当たることがあれば専門家に相談しましょう
（⇒８ページへ）

家族が作った「認知症早期発見の目安」② 公益社団法人
認知症の人と家族の会作成
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ご本人 ご家族

『福祉の相談』

■恵那市地域包括支援センター
（市役所 西庁舎1階）

 0573-26-2111

・介護について知りたい
・本人、家族同士の交流の場を紹介
・財産管理・消費被害の相談
・医療機関の紹介 など

⇒ 詳細は
13・14ページへ

『医療の相談』

■かかりつけ医

■認知症サポート医

■もの忘れ相談外来

■認知症疾患医療センター
など

⇒ 詳細は
9～12ページへ

すぐに病院にいくのは
ちょっと抵抗がある・・・
まずは気軽に相談したい

相談先：「今までと様子が変」「ひょっとして認知症？」と心配に感じたら

お医者さんに
相談したい

連
携

■認知症対応型デイサービス
■認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

相
談

受
診

連
携

『地域の身近な相談窓口』

⇒ 詳細は 17ページへ
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医療機関にかかるとき

普段の様子をお医者さんに伝える準備を

医師は認知症かどうかを判断するために、
高齢者の日常生活を良く知るご家族などにお
話を伺います。

かかりつけのクリニックが専門外であって
も、認知症の専門病院に行く前に、これまで
の治療経過や薬についての紹介状を作っても
らい持って行く準備が必要となります。

あらかじめ、普段の様子などをメモしてお
き、医師に伝える準備をしましょう。

認知症の相談ができる医療機関の一例

■認知症疾患医療センター
早期発見・早期治療を行うとともに地域の医療・福祉との連携を図ることを目的に、

岐阜県が指定した病院８カ所に設置されています。
【役割】
①認知症に関する専門医療相談
②認知症の鑑別診断・初期対応
③認知症の合併症・周辺症状への急性期対応
④認知症に関する情報提供や研修会等の開催

■認知症サポート医

独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う「認知症サポート医養成研修」を修了した
医師。認知症診療の普及や、かかりつけ医、もの忘れ相談医、専門医との連絡調整、医療と
介護の連携等を行います。

■もの忘れ外来

認知症等の病気によるものか、年齢によるものか診断をします。専門的な診察やCT等の
検査を行い、診断結果にあった治療を行います。

■認知症相談医

恵那医師会にて認知症に関する所定のコースを修了した医師が
「認知症相談医」として認定されています。

【メモしておくと良いこと】
□生活の中での困りごと
□気になる症状
□いつ頃からか
□どのようなきっかけか
□今までの病気など
□今使っている薬
□睡眠、食欲について
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市内医療機関の一覧

認知症かな？と心配になったら、かかりつけ医に相談したり、専門の医療機
関にかかって診察を受けましょう。

医療機関名 住所 診療科 電話番号
（0573）

認知症
相談医

井口ハートクリニック 大井町1064-1 内・外・循・呼・リ
ハ

25-0810

恵那ファミリークリニック 長島町正家715-1 内・小・外・整・
皮・リハ

20-1800

大湫病院附属
恵那診療所

大井町180-26 精・神内・内 26-3531 江口 基子

おがわ医院 長島町永田
332-113

内・消 26-5666 小川 惠一
◎認知症サポート医

加藤クリニック 大井町2087-450 泌・外・内・小・
皮・麻

25-6403 加藤 攻

河上クリニック 長島町中野19-4 内・小・循 25-0551

さつき内科・小児科クリ
ニック

大井町1002-1 内・小・消・リウ 20-3350 弓倉 宏志

市立恵那病院 大井町2725 内・小・外・整・
婦・眼・耳鼻・リ
ハ

26-2121 細江 雅彦
◎認知症サポート医

中部クリニック 長島町中野1214-41 内・整・リハ 26-3001

長谷川皮膚科 東野2017-7 内・皮・ア 26-1831

蜂谷医院 大井町174-20 内・耳・小 26-2346

林外科・内科 長島町中野312-2 外・内・整・麻・リ
ハ

26-5155 林 浩介

松下眼科医院 長島町中野1-7 眼 25-0065

森川クリニック 長島町中野616 内・外・消・泌・
皮・
腎臓透析内科

26-2222 森川 勁介

度会医院 長島町中野301-6 内・小 26-2007

虹いろ在宅ケアクリニック 大井町1134-82 22-9235 鷲津 潤爾
◎認知症サポート医

大井リハビリテーションク
リニック

大井町1002-4 整・リハ 20-3232
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市内医療機関の一覧 （恵南）

医療機関名 住所 診療科 電話番号
（0573）

認知症
相談医

上近藤診療所 中野方町2301 形成・皮・内 23-2231 近藤 千津子

十全堂医院 中野方町2764-1 内・小・外 23-2230 近藤 良三
近藤 美樹子

たぐち耳鼻咽喉科 長島町中野2-7-2 耳鼻・ア 26-3387

安部医院 長島町中野1丁目2-4 内・消・外・肛 22-9777

国保飯地診療所 飯地町68-1 内・小・外 22-3027

国保三郷診療所 三郷町佐々良木1836-1 内・小 28-1070 重光 良雄

診療科目

内…内科
耳鼻…耳鼻科
産…産婦人科
肛…肛門科
脳外…脳外科
循…循環器科
胃…胃腸科

外…外科
皮…皮膚科
婦…婦人科
放…放射線科
精…精神科
呼…呼吸器科
気…気管食道

小…小児科
眼…眼科
泌…泌尿器科
ア…アレルギー科
神内…神経内科
リウ…リウマチ科

整…整形外科
リハ…リハビリテーション科
消…消化器科
麻…麻酔科
神…神経科
透…人工透析

医療機関名 住所 診療科 電話番号
（0573）

認知症
相談医

おおさわ医院 明智町109-17 内・小・呼 54-4976 大澤 耕太郎

尾崎医院 明智町874-3 内・外・整・小・皮 54-2141 尾崎 透

田中クリニック 岩村町2347-1 内・呼・ア・小・外 43-0122 田中 一徹

山田診療所 明智町849-2 内・小・消 54-2505

国保上矢作病院 上矢作町3111-2 内・外・整・小・呼・
消・肛・放・麻・リハ

47-2211

国保岩村診療所 岩村町1650-1 内・小・整・耳・リハ・
透

43-2572 前野 禎

国保山岡診療所 山岡町上手向595 内・胃・小・放・整 56-2655

国保串原診療所 串原3171-1 内・小・外 52-2925
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■もの忘れ相談外来 ・ 認知症専門外来 （要予約）

■認知症疾患医療センター （東濃地区）

医療機関名 住所 相談窓口 診療科 電話番号

大湫病院 瑞浪市大湫町
121

認知症疾患医療
センター

0572-63-2397

医療機関の一覧 （市外含む）

医療機関名 住所 相談窓口 診療科 電話番号
（0573）

市立恵那病院 大井町2725 地域医療連携室 老年内科 26-2121（代表）

20-1657
（予約専用）

中津川市民病院 中津川市駒場
1522-1

地域連携室
（かかりつけ医による
紹介状が必要）

神経内科 0573-66-1251
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地 域 担 当 者

大井 宮地 富美子 （みやち ふみこ） 内線１７６

長島 鵜飼 紘衣 （うかい ひろえ） 内線１７２

東野・三郷 川井 雄司 （かわい ゆうじ） 内線１７６

武並 伊藤 満子 （いとう みつこ） 内線１６７

笠置・中野方・飯地 可知 真樹 （かち まき） 内線１６９

岩村 足立 哲也 （あだち てつや） 内線１７２

山岡・明智 柴田 恵理子 （しばた えりこ） 内線１６８

上矢作・串原 加藤 明男 （かとう あきお） 内線１７２

主な役割
□ 関係機関へのつなぎや連絡調整の支援をします。

（状況に応じて必要な医療・介護サービスが受けられるように調整します。）
□ 地域や市内の介護事業所などに認知症の研修を実施しています。
□ 認知症サポーター養成の推進を行い、地域の理解者・支援者を育てています。
□ ささゆりカフェ（認知症カフェ事業） ・ 認知症の人の家族のつどいを開催しています。

恵那市は、かかりつけ医や認知症疾患医療センターなどの医療機関や介護サービス及び
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『認知症地域支援推進員』
を配置しています。

認知症地域支援推進員 足立 哲也 （ 精神保健福祉士 ・ 社会福祉士 ）
鵜飼 紘衣 （ 社会福祉士 ）

地域包括支援センターには、各地域担当者が配置されています。
地域ごとの社会資源の紹介やサービス利用などの連絡調整をしています。

認知症に関する相談は、地域包括支援センターへ

地域包括支援センターとは、

市が設置する高齢者の福祉総合相談窓口で 市役所西庁舎１階にあります。

0573-26-2111（代表）

♣認知症地域支援推進員を配置しています

♥各地域担当者の紹介
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認知症に関する相談は、地域包括支援センターへ

♠認知症初期集中支援チームにご相談下さい

認知症と診断を受けた方、もしくは認知症が疑われる方やご家族を支援するために専門
チームを設置しました。
このチームは、認知症専門の医師と看護師、主任ケアマネジャー、精神保健福祉士

（2019年現在）の専門職で編成する、市が設置する認知症専門チームです。

認知症初期集中支援チームとは？
40歳以上の認知症、又はその疑いがある方やご家族の自宅をチーム員が訪問して、認知症かどう

か診断を受けることができるようにお手伝いをしたり、適切な医療サービスや介護サービスを紹介でき
るよう、一定期間（おおむね６ヶ月以内）集中して支援します。

【訪問の流れの例】

（１） 事前にご家族からお話を伺います
「誰が？何に？」困っているのか スタッフが丁寧に伺います

（２） 訪問 （ごあいさつと世間話）
事前にご家族から伺っている話に合わせてごあいさつします

（３） 今までの生活や、かかったことのある病気、趣味などの情報を伺います
ご本人が話したいことに寄り添って傾聴します

（４） ご本人から、やりたいことや希望を伺い、そのための困りごとを明確にします
ご家族から、困りごとや想い、ご本人への対応の様子をアセスメントシート等を
用いて伺います

（５） ご本人の様子から、必要に応じた病院受診のお手伝いや、福祉サービス利用につな
ぎます

（６） 訪問や電話などで、ご家族や病院・ケアマネジャー等からその後の生活の様子を伺い、
必要性に応じて、再度訪問などによってお手伝いします
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地域包括支援センターが行う、悩み相談と交流の場

事 業 名 対 象 頻度・場所 内 容

ささゆりカフェ
（認知症カフェ事業）

どなたでも

1回の参加者は
20～60人程度

年に8回程度

市内各地

開催場所の例
・木ポイント
・中央図書館

（長島町）
・福寿の里
ふれあいセンター

（上矢作町）
など

認知症の人とご家族を中心とし
た誰でも参加できる憩いの場です。
医療・福祉の専門スタッフに認

知症の症状や介護などの悩み相談
ができます。
ゆっくりとコーヒーを飲みなが

ら交流の場としてお越しください。

家族のつどい ご本人、
ご家族、
介護経験者

1回の参加者は
10～20人程度

年に４回程度

市内各地

開催場所例
・市役所会議棟
・岩村福祉センター

など

介護者同士での情報交換や介護
を経験した人からのアドバイスを
得ることでお互いで励まし合い、
介護を続ける為のエネルギーを得
るために開いています。
ミニ勉強会も行っています。

ミニ勉強会例
・排泄ケアについて
・もの忘れ外来について など

詳しい内容や日程の詳細については、
認知症地域支援推進員へ気軽にお問い合わせください。

ささゆりカフェの様子1

家族のつどいの様子
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その他 市内で開催されている認知症カフェ

カフェの名前 開催地区 頻度・場所 内 容

くわのみカフェ 岩村町 毎月第２木曜日
NPOくわのみ
くわのみハウス
（岩村町飯羽間）

・自由な会話
・音楽会などの催し

Dスマイルカフェ 岩村町 月に1回
岩村コミュニティーセンター

・自由な会話
・音楽演奏
・講演会
ワークショップ

おもいでカフェ 明智町 毎月第１金曜日
明智回想法センター

テーマを決めて
子どもの頃の思い出
昔の風習を話します

虹色カフェ 三郷町 毎月１回曜日を変えて開催
特別養護老人ホーム明日香苑

（三郷町佐々良木）

・手作りおやつを
楽しみながら
自由な会話

・施設見学も可

つどい いいなか 笠置町 毎月第４木曜日
10時から11時半

小規模多機能型めぐみ
（笠置町姫栗）

・自由な会話
・福祉に関する相談

めぐみカフェ 東野 毎月第１火曜日
10時から11時半

めぐみ亭

・自由な会話
・福祉に関する相談

詳しい内容や日程の詳細については、
認知症地域支援推進員（P13）へ気軽にお問い合わせください。
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地域にある認知症に特化したサービスを行う事業所も
身近な相談窓口です。

認知症の人が利用する事業所には、認知症介護をよく知る専門職
がいて、相談することができます。

相 談 機 関 住 所 電 話 番 号

グループホーム恵那苑 大井町2714-549 (0573) 20-0580

グループホーム中山道 大井町2372-6 (0573) 20-3285

グループホーム花の木 大井町2709-72 (0573) 20-1023

グループホーム万年青 大井町2709-87 (0573) 26-5271

グループホームめぐみ 長島町中野1228-361 (0573) 20-1202

グループホーム中野方めぐみ 中野方町3564-3 (0573) 23-1047

グループホームきらみの憩 明智町吉良見472-23 (0572) 62-1133

グループホームくわのみ 岩村町飯羽間1621-6 (0573) 43-5135

グループホームいわむらの憩 岩村町730-2 (0573) 43-1021

グループホーム楓 三郷町野井1736-244 (0573) 28-2225

グループホーム椿 山岡町下手向1620-2 (0573) 56-3818

くわのみデイサービス 岩村町飯羽間1619 (0573) 43-1049

藤の里「結い」デイサービス 武並町藤1929-1 (0573) 28-6717

毛呂窪の里「結い」デイサービス 笠置町毛呂窪1042-2-5 (0573) 27-0013

デイサービスあじさい 明智町的場町1110-5 (0573) 55-0065

その他の相談窓口
公益社団法人認知症の人と家族の会 ☎ 0120-294-456

月～金 9時～15時

若年性認知症コールセンター ☎ 0800-100-2707
（http://y-ninchisyotel.net） 月～土10時～15時 年末年始、祝日除く

岐阜県若年性認知症支援センター ☎ 0584-78-7182

（大垣病院内） 月～金 9時～15時 土・日・祝日除く
17



判断力・理解力が低下した人の権利を守る制度

成年後見制度
認知症・精神障がい・知的障がいなどの理由で判断能力が十分でない人

は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、日常生活での契約などを行
うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり悪徳商法の被害にあうおそ
れがあります。
成年後見制度とは、判断力の不十分な状態にある本人について、本人や
家族などの申立てにより、家庭裁判所が適任と認めるものを選任する制度
です。
このように、成年後見制度は判断能力が十分でない人の権利・財産を保
護し、安心して生活できるよう支援をする制度です。

相談窓口
●恵那市地域包括支援センター（市役所西庁舎１階）
●東濃成年後見センター 中津川・恵那事務所

住所：中津川市栄町1番1号にぎわいプラザ６階
電話：0573-65-6803

日常生活自立支援事業
認知症高齢者や、精神障がい、知的障がいなどで自分ひとりで判断をす

ることが不安な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との
契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
福祉サービス利用の手続き、日常生活に必要なお金の出し入れ・書類の
管理などのお手伝いをします。（契約後のお手伝いは有料です）

相談窓口・実施主体
●恵那市社会福祉協議会（恵那市福祉センター内）

住所：恵那市大井町727-11 電話：26-5221
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その人の状況に応じたサービス内容の目安
（ケアパス一覧表）

□大井町・長島町・東野・三郷町・武並町 P20,21

□明智町・岩村町・山岡町・串原・上矢作町 P22,23

□笠置町・中野方町・飯地町 P24,25

※地域ごとに分けて記載しておりますが、必ずしもサービスを使える地域が限定されるわけでは
ありません。

認知症は、病気の進行によって症状が変化します。
そのときの症状によって、どのようなサービスが利用できるのか地域ごとでまと
めました。

一覧表を参考に、医療・介護サービスなどの様々なサービスを検討して下さい。
市が発行する「いきいきサービスマップ」と併せてご覧いただくと把握がしやすく
なります。

認知症の原因となる疾患や身体状況などにより、経過のたどり方や利用できる
サービス・制度は異なりますので、参考としてください。
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もの忘れが少し気になる 服薬管理や電話・訪問者の

お金の管理が少し心配 対応が難しくなってきた

介護予防・悪化予防に 健康シニア応援塾
認知症対応型デイサービス

デイサービス

取り組みたい
いきいき健康教室

（サロンや壮健クラブ等の集まりに講師派遣）
小規模多機能型居宅介護

脳の健康教室 通所リハビリ／訪問リハビリ

おしゃべりパートナー／ささゆりカフェ おしゃべりパートナー

いきいき教室／生きがい大学 ささゆりカフェ

友人をつくりたい 壮健クラブ／各種サロン おしゃべり会（大井）

人との交流の場所が おしゃべり会（大井） 壮健クラブ／各種サロン

ほしい うたごえ喫茶（武並・三郷） 認知症対応型デイサービス

デイサービス

小規模多機能型居宅介護

壮健クラブ／各種サロン

シルバー人材センター

おしゃべりパートナー おしゃべりパートナー

民生委員による訪問 民生委員による訪問

お元気見守り食事サービス

すこやかヘルパー（シルバー人材センター） 訪問理容・美容サービス事業

ふれあいえな／コープぎふおたがいさま 訪問介護

まご宅（大井・長島・東野） 訪問看護

みさと愛の会（三郷） 日常生活自立支援事業

西ふれあいの会（三郷）

ささえ愛の会（武並）

日常生活自立支援事業

身体介護を受けたい

病院にかかりたい

精神症状が不安定なとき

緊急で支援を受けたい

介護老人保健施設（市内2カ所）

グループホーム（市内11カ所）

大
井
町
・
長
島
町
・
東
野
・
三
郷
町
・
武
並
町

仕事・役割がほしい 壮健クラブ／各種サロン

見守りをしてほしい

生活の手助けを
してほしい

医療機関の一覧（P10.11.12）　をご覧ください

大湫病院（瑞浪市大湫町）

聖十字病院（土岐市泉町久尻）

住まいを知りたい

市営住宅

養護老人ホーム恵光園（大井）

ケアハウス明日香苑（三郷）

高齢者住宅　ハートヴィレッジ東野（東野）

特定施設ＮＰＯぎふ村サービス付高齢者向け住宅（武並）

住宅型有料老人ホームせせらぎの里（長島）

施設入所サービスを
知りたい

家族の集まりを知りたい

認知症の人と家族のつどい

ささゆりカフェ

介護者教室・介護者交流会
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メモ

内容は変更になっていることもありますのでご了承ください。

着替えや食事・トイレが ほぼ寝たきりで

うまくできない 意思の疎通ができない

訪問理容・美容サービス事業 訪問理容・美容サービス事業

福祉有償運送 福祉有償運送

訪問介護 訪問介護

訪問看護 訪問看護

訪問入浴

大湫病院（瑞浪市大湫町）

聖十字病院（土岐市泉町久尻）

認知症の人と家族のつどい

ささゆりカフェ

介護者教室・介護者交流会

認知症対応型デイサービス

デイサービス

小規模多機能型居宅介護

通所リハビリ／訪問リハビリ

医療機関の一覧（P10.11.12）　をご覧ください

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型デイサービス

デイサービス

ショートステイ

介護老人保健施設（市内2カ所）

グループホーム（市内11カ所）

特別養護老人ホーム（市内4カ所）

住宅型有料老人ホーム中部ナーシングホーム（長島）

高齢者住宅　ハートヴィレッジ東野（東野）

特定施設ＮＰＯぎふ村サービス付高齢者向け住宅（武並）

住宅型有料老人ホームせせらぎの里（長島）
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もの忘れが少し気になる 服薬管理や電話・訪問者の

お金の管理が少し心配 対応が難しくなってきた

介護予防・悪化予防に 健康シニア応援塾
認知症対応型デイサービス

デイサービス

取り組みたい
いきいき健康教室

（サロンや壮健クラブ等の集まりに講師派遣）
小規模多機能型居宅介護

明智回想法センター 通所リハビリ／訪問リハビリ

おしゃべりパートナー／ささゆりカフェ おしゃべりパートナー

いきいき教室／生きがい大学恵南校 ささゆりカフェ

友人をつくりたい 壮健クラブ／各種サロン 壮健クラブ／各種サロン

人との交流の場所が いこまい会（岩村） 認知症対応型デイサービス

ほしい デイサービス

小規模多機能型居宅介護

おしゃべりパートナー おしゃべりパートナー

民生委員による訪問 民生委員による訪問

お元気見守り食事サービス

すこやかヘルパー（シルバー人材センター） 訪問理容・美容サービス事業

杖の会（岩村） 訪問介護

かみやはぎ日常生活支援送迎ｻｰﾋﾞｽ（上矢作） 訪問看護

とりもって号（串原） 日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業

身体介護を受けたい

病院にかかりたい

精神症状が不安定なとき

緊急で支援を受けたい

介護老人保健施設（市内2カ所）

グループホーム（市内11カ所）

介護者教室・介護者交流会

仕事・役割がほしい

市営住宅

養護老人ホーム恵光園（大井）

ケアハウス明日香苑（三郷）

高齢者共同住宅くわのみハウス（サービス付き高齢者向け住宅）（岩村）

壮健クラブ／各種サロン
シルバー人材センター

明
智
町
・
岩
村
町
・
山
岡
町
・
串
原
・
上
矢
作
町

壮健クラブ／各種サロン

見守りをしてほしい

生活の手助けを
してほしい

医療機関の一覧（P10.11.12）をご覧ください

家族の集まりを知りたい

認知症の人と家族のつどい

サービス付き高齢者向け住宅ハートウイング（岩村）

住宅型有料老人ホームいわむらの憩（岩村）

施設入所サービスを
知りたい

ささゆりカフェ

大湫病院（瑞浪市大湫町）

聖十字病院（土岐市泉町久尻）

住まいを知りたい



メモ
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内容は変更になっていることもありますのでご了承ください。

着替えや食事・トイレが ほぼ寝たきりで

うまくできない 意思の疎通ができない

訪問理容・美容サービス事業 訪問理容・美容サービス事業

福祉有償運送 福祉有償運送

訪問介護 訪問介護

訪問看護 訪問看護

訪問入浴

特別養護老人ホーム（市内4カ所）

大湫病院（瑞浪市大湫町）

聖十字病院（土岐市泉町久尻）

高齢者共同住宅くわのみハウス（岩村）

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型デイサービス

デイサービス

小規模多機能型居宅介護

通所リハビリ／訪問リハビリ

認知症対応型デイサービス

デイサービス

ショートステイ

医療機関の一覧（P10.11.12）　をご覧ください

サービス付き高齢者向け住宅ハートウイング（岩村）

住宅型有料老人ホームいわむらの憩（岩村）

介護老人保健施設（市内2カ所）

認知症の人と家族のつどい

ささゆりカフェ

介護者教室・介護者交流会

グループホーム（市内11カ所）
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もの忘れが少し気になる 服薬管理や電話・訪問者の

お金の管理が少し心配 対応が難しくなってきた

介護予防・悪化予防に ころばん体操
認知症対応型デイサービス

デイサービス

取り組みたい
いきいき健康教室

（サロンや壮健クラブ等の集まりに講師派遣）
小規模多機能型居宅介護

通所リハビリ／訪問リハビリ

おしゃべりパートナー／ささゆりカフェ おしゃべりパートナー

いきいき教室／生きがい大学 ささゆりカフェ

友人をつくりたい 壮健クラブ／各種サロン 壮健クラブ／各種サロン

人との交流の場所が 歌声喫茶ほっとサロン（笠置） 認知症対応型デイサービス

ほしい デイサービス

小規模多機能型居宅介護

おしゃべりパートナー

民生委員・福祉委員による訪問

みまもり笠置ほっと君（笠置）

すこやかヘルパー（シルバー人材センター） 訪問理容・美容サービス事業

まめくら家事サポート（中野方） 訪問介護

地域移送サービスおきもり（中野方） 訪問看護

飯地移送サービス（飯地） 日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業

身体介護を受けたい

病院にかかりたい

精神症状が不安定なとき

緊急で支援を受けたい

介護老人保健施設（市内2カ所）

グループホーム（市内11カ所）施設入所サービスを
知りたい

住まいを知りたい
高齢者住宅ハートヴィレッジ東野（東野）

壮健クラブ／各種サロン

シルバー人材センター

まめに暮らそまい会（中野方）

まんさく（飯地）

おしゃべりパートナー

民生委員・福祉委員による訪問

お元気見守り食事サービス

みまもり笠置ほっと君（笠置）

笠
置
町
・
中
野
方
町
・
飯
地
町

仕事・役割がほしい 壮健クラブ／各種サロン

見守りをしてほしい

生活の手助けを
してほしい

医療機関の一覧（P10.11.12）をご覧ください

家族の集まりを知りたい

認知症の人と家族のつどい

ささゆりカフェ

介護者教室・介護者交流会

大湫病院（瑞浪市大湫町）

聖十字病院（土岐市泉町久尻）

市営住宅

養護老人ホーム恵光園（大井）

ケアハウス明日香苑（三郷）

特定施設NPOぎふ村サービス付き高齢者向け住宅（武並）

住宅型有料老人ホームせせらぎの里（長島）
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25内容は変更になっていることもありますのでご了承ください。

着替えや食事・トイレが ほぼ寝たきりで

うまくできない 意思の疎通ができない

訪問理容・美容サービス事業 訪問理容・美容サービス事業

福祉有償運送 福祉有償運送

訪問介護 訪問介護

訪問看護 訪問看護

訪問入浴

認知症の人と家族のつどい

ささゆりカフェ

介護者教室・介護者交流会

グループホーム（市内11カ所）

特別養護老人ホーム（市内4カ所）

大湫病院（瑞浪市大湫町）

聖十字病院（土岐市泉町久尻）

ショートステイ

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型デイサービス

デイサービス

小規模多機能型居宅介護

通所リハビリ／訪問リハビリ

認知症対応型デイサービス

デイサービス

医療機関の一覧（P10.11.12）　をご覧ください

介護老人保健施設（市内2カ所）

高齢者住宅ハートヴィレッジ東野（東野）

特定施設ＮＰＯぎふ村サービス付高齢者向け住宅（武並）

住宅型有料老人ホームせせらぎの里（長島）

住宅型有料老人ホーム中部ナーシングホーム（長島）



介護疲れ？ チェックシート 一般社団法人 日本ケアラー連盟 ケアラー手帳より

あなたの健康をみんなが心配しています。介護するあなた自身の
体や心をいたわってあげることも大切です。

あなた自身の健康状態について、気になることはありませんか？

□ 体がだるく、疲れやすい
□ 食欲がない
□ 腰痛がある
□ 頭痛がある
□ 腹痛がある

ストレスや気分の落ち込みはありませんか？

□ 口数が減ってきた
□ しばらく笑っていない
□ イライラしたり、不安になることが多い
□ 気づくとボーッとしてしまう
□ 意欲がわかない

日々の生活について、気になることはありませんか？

□ しばらく休養する日がとれていない
□ 眠れない、または寝つけてないときがある
□ 家族以外の人と会っていない
□ 自分の余暇の時間がない
□ 必要な治療、健康診断などを受けられていない

１．「一人でかかえこまず介護仲間をつくろう」
２．自分をほめてあげよう
３．がんばりすぎない
４．健康に気をつけ自分を大切に
５．腹が立ってあたりまえ
６．知識をもとう
７．認知症を隠さない

いくらか思い当たる
ことはありましたか？
ささゆりカフェや家族

のつどいを活用して心の
休暇をとりましょう。
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こんなことに困ったら・・・。 家族はこんな工夫をしています

ヘルパーさんに来てもらって送り出しと
準備をお願いしています。
ヘルパーだといやがらずにニコニコして
デイサービスに行ってくれます。

「あなたが認知症になっては私が困る。私のために先生に診て
もらって」と夫の気持ちを理解しながら気持ちを伝えました。

あまりに強くすすめると、かえって逆効果も。
認知症カフェのような自由な雰囲気の場所に
さそうのもいいのでは？

食事や水分摂取を
工夫してみては？
お茶だけでなくス
ポーツドリンクにし
たり、寒天でのど越
し良くしてみるのも
いいのでは

義歯の具合はどうですか？
歯科医師に訪問診療を相談
できるらしいですよ。

食事に味や香りの
工夫をしてみては？

デイサービスに行くのをいやがる

病院受診をいやがる

食事の量が減って心配

つらい気持ちを理解すると同時に心配な気持ちをわかって
もらおうとしました。

※上記の例は、実際にご家族が行った一例であり、 誰にでも当てはまるわけではありません。
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このガイドブックは、定期的に見直し、更新して
いくものです。

変更点やご意見がございましたら、
地域包括支援センターへご連絡ください。

〔発行〕 恵那市地域包括支援センター 平成27年9月発行
（2019年４月一部修正）

岐阜県恵那市長島町正家1-1-1 恵那市役所
電話：0573-26-2111 FAX：0573-25-7294


