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　「認知症ケアパス」とは、認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすために、状態や
症状に応じて受けられる支援やサービスの内容をご案内するものです。
　認知症について知り、将来に備えるためにご活用いただけると幸いです。
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認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が損傷を受けたり、働きが悪くなる
ことで、認知機能（注3）が低下し、さまざまな生活のしづらさが現れる状態を
指します。

認知症の原因となる病気には、主に「アルツハイマー病」、「脳血管障害」、
「レビー小体病」の３つがあり、もっとも多いのがアルツハイマー病です。

認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です（注1）。
都内では、認知症の人は41万人を超えており、2025年には約56万人に増加す
ると推計されています。
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（注3）認知機能とは… 物事を記憶する、言葉を使う、計算する、問題を解決するために
 深く考えるなどの頭の働きを指します。

認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。
65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内には約4,000人と推計されています。

若年性認知症について

資料）東京都「平成28年度認知症高齢者数等の分布調査」（平成29年3月）
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（注1）平成25年に公表された国の研究によると、65歳以上の高齢者の約15%が認知症だと推定されています。
（注2）要支援・要介護認定を受けている高齢者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度 　以上の者
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出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課「知って安心 認知症」（平成30年12月発行）
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33 44

早期の診断を受け、症状が軽いうちに、ご本人やご家族
が認知症への理解を深め、病気と向き合い話し合うこと
で、今後の生活の備えをすることができます。介護保険
サービスを利用するなど生活環境を整えていけば、生活
上の支障を減らすことも可能になります。

魚や野菜、果物をたくさん食べましょう。

生活習慣病（高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心臓病など）を予防することは、
認知症の予防にもつながります。

認知症は治らないから、医療機関に行っても仕方がないと考えていませんか？
認知症も他の病気と同じように、早期診断と早期対応が非常に大切です。

服薬による効果は個人差がありますが、以下のグラフのような効果が得られる場合もあります。

今後の生活の
準備をする
ことができます

認知症を引き起こす病気には、早めに治療すれば改善が
可能なものもあります（正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、
甲状腺機能低下症など）ので、早めに受診をして原因と
なっている病気を突き止めることが大切です。

治る認知症や
一時的な症状の
場合があります

アルツハイマー型認知症は早い段階からの服薬等の治
療や、本人の気持ちに配慮した適切なケアにより、進行
をゆるやかにすることが可能といわれています（下図参
照）。

進行を遅らせる
ことが可能な
場合があります

1

2

3

地域の活動や区市町村が行ってい
る介護予防教室などに参加してみま
しょう。

本を読んだり趣味に取り組んだり、
さまざまな活動をとおして生活を楽
しみましょう。

ウォーキングや体操などの運動を
継続的に行いましょう。

塩分を控えめに、お酒はほどほどに、
バランスのよい食事を心がけましょう。

【図】アルツハイマー型認知症の進行の例

【早く気づくことのメリット】
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適度な運動をしましょう。

生活を楽しみましょう。 人と積極的に交流しましょう。

食生活に気をつけましょう。

次ページからの
「自分でできる認知症の
気づきチェックリスト」
を行ってみましょう。

認知症の予防につながる習慣 認知症に早く気づくことが大事！

（注）服薬により吐き気や食欲不振などの副作用が生じる場合があります。
出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課「知って安心 認知症」（平成30年12月発行）
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自分でできる
認知症の気づきチェックリスト

「ひょっとして認知症かな？」 
気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。

※このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で医学的診断に代わるものではありません。
　認知症の診断には医療機関での受診が必要です。
※身体機能が低下している場合は点数が高くなる可能性があります。

※ご家族や身近な方がチェックすることもできます。
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「自分でできる認知症の気づき
チェックリスト」をやってみましょう！

チェックしたら、①から⑩の合計を計算 合計点 点
20点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。
17ページに紹介しているお近くの医療機関や相談機関に相談してみましょう。
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などを使って一人で
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置いた場所がわから
なくなることがありますか

言おうとしている
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出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課「知って安心 認知症」（平成30年12月発行）
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認知症の進行と主な症状・対応例
　認知症は少しずつ進行し、症状が変化します。家族や周囲の人が認知症を理解し、進行
に合わせて適切な対応をすることが大切です。
　なお、認知症の原因となる疾患や健康状態、環境などにより進行するスピードや症状の
現れ方には個人差があるので、必ずしもこのとおり経過するとは限りません。
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認知症の程度

本人の様子
（見られる症状

や行動の例）

●�健康な状態と認
知症の中間段階

●��もの忘れの自覚
が出てくる

●�物の名前が出て
こない

●�もの忘れはあるが、金
銭管理や買い物、書類
作成などを含め、日常
生活は自立している

●��買い物や金銭管理などにミスが
みられるが、日常生活はほぼ自
立している

●��新しい事がなかなか覚えられない
●��料理の準備や手順を考えるなど状
況判断が必要な行為が難しくなる

●�約束したことを忘れる

本人の気持ち

●�もの忘れについ
て心配になる

●�物をなくしたり、約束を忘れることが増えて心配
●�認知症かどうか誰かに相談したい

本人の生活の
ポイント

●��規則正しい生活とバランスの良い食生活を心がけましょう
●��適度な運動をしましょう
●��地域行事や趣味のサークルなどに積極的に参加しましょう
●�人と積極的に交流しましょう

家族の接し方や
心構え

●��本人の話をよく聞きましょう
●�本人に家庭内で役割を持ってもらい、続けられるようにしましょう
●��認知症サポーター養成講座や認知症カフェなどに参加して、認知症の基礎知識や、
接し方の基本を学びましょう

●�いつもと違う、何か様子がおかしいと感じたら、早めにかかりつけ医や地域包括支
援センターに相談しましょう

●�今後、どのように暮らしたいのかを本人と一緒に考えましょう

●��電話の対応や訪問者の対応など
が1人では難しい

●��たびたび道に迷う
●��服薬管理ができない
●��買い物など今まで出来ていた事
にミスが目立つ

●�着替えや食事、トイレ等がうまく
できなくなる

●�自宅が分からなくなる
●�時間・日時・季節が分からなく
なる

●��財布など盗られたと言い出す
　（物盗られ妄想）

●�ほぼ寝たきりで、言葉によるコミ
ュニケーションが難しくなる
●��食事やトイレなど日常生活全般
に介助が必要である

●�自分の行動や約束したことを忘れ
てしまい不安

●�イライラして落ち着かない
●��何をするのも億劫で気力がわかない
●�失敗ばかりで、馬鹿にされたり
相手にしてもらえないと悲しい

●�誰かに怒られても、なぜ怒られ
たかを忘れてしまっているので、
不快な気持ちだけが残る

●��優しくしてもらえたら安心でき
る

●��周囲のことをほとんど理解でき
ていないし、目の前にいる人が
誰かも分からないが、喜怒哀楽
は感じている
●��笑顔を向けられたり、優しくさ
れるとうれしく感じる

●��安心して出かけられる場所を作
り、出かけましょう

●��理解し、見守ってくれる人を増
やしましょう

●�必要な支援やサービスを受けて、
自分らしく過ごしましょう

●��手伝ってもらいながら、自分が
できることを続けましょう

●��気持ちよく、楽しく過ごせる環
境にできるだけいられるように
しましょう

●�ゆっくりわかりやすく話しまし
ょう

●��急がせず、本人のペースに合わ
せましょう

●��大事なことは本人に分かるよう
にメモに書きましょう

●�視線を合わせて優しく話しまし
ょう

●�本人のできることを一緒に行い
ましょう

●��外出時には、名前や連絡先が分
かるものを身につけてもらいま
しょう

●��会話が難しくても、笑顔で声を
かけるようにしましょう
●��安心できるように、手を握った
り背中をさすったりして、スキ
ンシップをとりましょう
●��転倒に注意しましょう
●�食事の時にむせ込まないように
注意しましょう

●��介護を一人で抱え込まないようにしましょう
　担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう
　必要な介護サービスを利用して、自分の時間も作りましょう
　認知症カフェなどに参加して、同じ立場の人と話す機会をもちましょう
●�介護の役割分担、今後の財産管理、終末期の迎え方などについて、家族間で話しておきましょう

健 康 軽度認知障害
（MCI)

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・
介助が必要認知症疑い 常に介助が必要日常生活は自立

認知症の進行（右に進むほど発症から時間　が経過し、進行している状態）
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認知症の進行に合わせて
受けられるサービスや支援

　認知症の進行に合わせて利用できる様々なサービスなどを一覧で示しました（進行はあく
までも目安で、この通り進むとは限りません）。具体的な内容は１１ページ以降をご参照く
ださい。また、この図はあくまでも目安ですので、詳しくは担当のケアマネジャーやお近
くの地域包括支援センター（裏表紙参照）にご相談下さい。

66 77 88

99
1212

1010 1111
●��健康な状態と
認知症の中間
段階
●�もの忘れの自
覚が出てくる
●��物の名前が出
てこない

●��もの忘れはあ
るが、金銭管
理や買い物、
書類作成など
を含め、日常
生活は自立し
ている

●�買い物や金銭管理などにミスがみられ
るが、日常生活はほぼ自立している

●��新しい事がなかなか覚えられない
●�料理の準備や手順を考えるなど状
況判断が必要な行為が難しくなる

●��約束したことを忘れる

●��電話の対応や訪問者の対応な
どが1人では難しい

●���たびたび道に迷う
●��服薬管理ができない
●��買い物など今まで出来ていた
事にミスが目立つ

●��着替えや食事、トイレ等がう
まくできなくなる
●��自宅が分からなくなる
●��時間・日時・季節が分からなく
なる
●��財布など盗られたと言い出す
（物盗られ妄想）

●��ほぼ寝たきりで、言葉による
コミュニケーションが難しく
なる

●��食事やトイレなど日常生活全
般に介助が必要である

健 康 軽度認知障害
（MCI)

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・
介助が必要認知症疑い 常に介助が必要日常生活は自立

認知症の進行（右に進むほど発症か　ら時間が経過し、進行している状態）

主
な
サ
ー
ビ
ス
や
支
援

参照
ページ

P11

P12

P13

P15

P16

社会参加
仲間づくり1

1 �町会　　　　　　　　　　　　　　　　 2 �老人クラブ
3 �老人福祉館・老人福祉センターの催し　 4 �地域の自主グループ
5 �身近な場所での介護予防教室

安否確認
見守り2

6 �配食サービス　　　 7 �はつらつサービス　　　 8 �すこやか訪問　　　　�� 9 �ひと声収集

10 �見守りネットワーク　　　　警察

11 �火災安全システム　　12 �位置確認システム　　 13 � 認知症高齢者等早期発見ステッカー　�14 �高齢者見守りメールマガジン

生活支援3
6 �配食サービス

7 �はつらつサービス 15 �訪問介護　16 �通所介護・通所リハビリテーション　17 �認知症対応型通所介護
18 �短期入所　19 �小規模多機能型居宅介護　20�定期巡回・随時対応型訪問介護看護

権利を守る5 28�権利擁護センターあんしん台東　　　　　　29�成年後見制度　　　　　　��30�消費者相談コーナー

医　療4
21�認知症疾患医療センター（永寿総合病院）�　22�認知症高齢者専門相談
23�かかりつけ医　24�かかりつけ歯科医　25�かかりつけ薬剤師・薬局

26�訪問診療　　　　�27�訪問看護

住まい7
自宅��33�サービス付高齢者向け住宅　34�有料老人ホーム

35�老人保健施設　　　　�36�グループホーム
37�特別養護老人ホーム

家族支援
31���認知症カフェ
32�介護・こころのケア相談

6

見
守
り

見
守
り
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訪問介護（ホームヘルプ）

　ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、
排せつなどの身体介護や、調理、洗濯、清掃な
どの生活援助を行います。

15

サービスや支援の内容66 77 88

99
1212

1010 1111　前ページの図で示したサービスや支援の内容をご紹介します。台東区には他にもさまざま
なサービスがありますが、ここでは主なものだけ掲載しました。利用してみたいサービスや
支援があったら担当のケアマネジャーやお近くの地域包括支援センター（裏表紙参照）にご相
談下さい。

地域の方と交流を続けたり、社会参加や運動をすることは認知症の予防や
進行を遅らせることにつながる

サービスや支援の
詳しい内容です

町 会

　各地域内に住む住民により自主的に組織され
た団体で、よりよい地域づくりのため様々な活
動を行っています。　

1

老人福祉館・老人福祉センターの催し

　おおむね60歳以上の区民の方を対象に、各種教室
（茶道・カラオケ等）や出入り自由なサロン（体操・囲
碁・脳トレ等）、その他様々な催しを行っています。

3

身近な場所での介護予防教室
　地域包括支援センターなどの身近な場所で、毎月転倒予防体操や健康ミニ講座・交流などを行う教
室があります。健康増進センターや区民館のトレーニング室での、マシンを使った筋力トレーニング
や体力アップのための教室もあります。

5

老人クラブ
　区内在住のおおむね60歳以上の方を対象に自
主的につくられた団体です。活動内容はさまざ
まで、カラオケ・踊り・輪投げ・公園や道路の
清掃などを行っています。

2

地域の自主グループ

　元気に楽しく長生きするために運動や物づく
りなどの自主グループがあります。

4

1　社会参加・仲間づくり　

サービスや支援の内容の見方

９、10ページの「認知症
の進行に合わせて受けら
れるサービスや支援」の
番号に対応しています。

介
　この印は介護保険サービスを示して
います。この印があるサービスを利用
するためには日常生活において支援や
介護が必要な状態かどうかの認定（要
介護認定）を受ける必要があります。

　要介護認定を受けていない方は、
区またはお近くの地域包括支援セン
ターに相談して要介護認定の申請を
検討しましょう。

11



徘徊などの危機対策や定期的な安否確認

生活に応じた適切なケアを提供し、生活のリズムや体調を整える

配食サービス

　食事の支度をすることが困難な方に、見守り
を兼ねて食事を配達してもらうサービスです。

6

すこやか訪問

　80歳以上の在宅ひとり暮らしで、定期的な見
守りをされていない方に、安否確認のため週2
回、乳酸菌飲料の配達をします。

8

見守りネットワーク

　ひとり暮らしなどの高齢者に対し、地域住民
や関係機関が声かけや見守りなどを行います。

10

位置確認システム

　認知症により徘徊のある65歳以上の高齢者を
在宅で介護している方に、位置情報専用端末機
（GPS発信機）の貸出と位置確認システム使用料
の一部を助成します。

12

火災安全システム

　身体機能の低下や認知症等がある高齢者に、
火災などの緊急時に備えて住宅用の防災機器を
貸与または給付します。

11

認知症高齢者等早期発見ステッカー

　認知症の高齢者の方が警察に保護された際、
容易に身元確認できるよう靴のかかとや衣服に
貼る通しナンバー入りのステッカーを配布しま
す。

13

高齢者見守りメールマガジン

　事前にメール配信登録された方に認知症等で
行方不明になった高齢者の情報をメールで配信
し、可能な範囲で捜査に協力してもらうものです。

14

はつらつサービス

　家事援助、介護援助を地域の方々の協力によ
り行う有償ボランティアサービスです。

7

ひと声収集

　清掃事務所職員が玄関先まで出向いてごみを
収集し、あわせてひと声かけて安否の確認を行
います。

9

2　安 否 確 認 ・ 見 守 り

3　生　活　支　援

訪問介護（ホームヘルプ）

　ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、
排せつなどの身体介護や、調理、洗濯、清掃な
どの生活援助を行います。

15 介 通所介護（デイサービス）・通所リハビリテーション

　通所介護施設等で、食事・入浴などの日常生
活上の介護や日常動作訓練、レクリエーション
などを行います。

16 介

認知症対応型通所介護

　認知症対応型デイサービスセンターで、日常
生活の介護や支援のほか、リハビリテーション
を行います。

17 介 短期入所（ショートステイ）

　介護老人福祉施設などに短期間入所している
方へ日常生活上の介護などを行います。

18 介

小規模多機能型居宅介護

　「通い」を中心として「訪問」「泊まり」の３つの
サービスを組み合わせて提供し、在宅での生活
を支援します。

19 介 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　日中・夜間を通じて一日複数回の定期訪問と
緊急時など必要に応じた随時訪問を介護・看護
が連携しながら提供します。

20 介

12



認知症に関しての症状・治療などについて相談できる
病気の進行や症状の悪化を可能な限り防いでくれる

4　医　療

医療機関へのかかり方については、次ページをご参照ください。
また、医療マップ「台東区の身近なお医者さん」（健康課発行）もご活用下さい。

認知症疾患医療センター

　認知症の鑑別診断や身体合併症と周辺症状への対応、専門医療相談等を実施する医療機関です（台
東区では、永寿総合病院が東京都の指定を受けています）。受診時にはかかりつけ医の紹介状が必要
です。

21

認知症高齢者（もの忘れ）専門相談

　認知症に関しての症状・治療などについて、精神科医に相談できます。
●介護予防・地域支援課　☎5246−1225（予約制）

22

かかりつけ医

　日頃から健康管理などについて相談でき、病気や体の調子が悪い時などにまず初めに相談するお医
者さんです。症状に応じ、専門医や医療機関の紹介も行います。

23

かかりつけ歯科医

　治療以外にも定期的なお口の中（口腔）のケアや相談、指導が受けられる身近な地域の歯医者さん
です。

24

かかりつけ薬剤師・薬局

　薬の効果や飲み合わせ、健康の相談等ができる身近な地域の薬剤師さん
（薬局）です。

25

訪問診療

　病気などで通院が困難な方に対して、医師が診療の計画をたてて、定期的にご自宅を訪問して診療
を行います。

26

訪問看護

　看護師等の医療職が自宅を訪問し病状の観察や処置などをします。（医療保険で受けられるサービス
もあります）

27 介

13



　認知症かもしれない、と思ったら・・・
 
　まずは、かかりつけ医に相談しましょう。必要に応じて、認知症疾患医療センターや、認
知症専門医療機関へ紹介してもらえます。
　専門医療機関で認知症の精密検査を受けた後、日常の診察はかかりつけ医に診てもらい
ましょう。
 
　かかりつけ医がいない方は、地域包括支援センター（裏表紙参照）にご相談下さい。

本人・家族

相��談 受��診

連��携担当のケアマネジャー
地域包括支援センター かかりつけ医

連��携
専門相談・精密検査等

日常受診への支援・対応

認知症疾患医療センター
認知症専門医療機関

（かかりつけ医から紹介状等を発行してもらって
から受診しましょう）

医 療 機 関 受 診 の 流 れ

14



虐待や身体拘束を受けず、権利や財産が守られる

消費者相談コーナー

　契約に関するトラブルや、商品・サービスに関するご相談について、専門の
相談員（消費生活相談員）が解決のお手伝いをします。�契約トラブルでお悩み
のとき、悪質商法でお困りのとき、諦めずにぜひご相談ください。
●くらしの相談課　☎5246−1144

30

権利擁護センター　あんしん台東（地域福祉権利擁護事業）

成年後見制度

　福祉サービスの利用や日常的金銭管理などを一人で行うことが難しい方に対し、社会福祉協議会
と契約を結んだうえで支援を行います。

　判断能力が不十分な方の財産や権利を守る制度です。（詳しくは下記コラムへ）
●台東区社会福祉協議会
　権利擁護センター　あんしん台東　下谷1−2−11　☎5828−7507

28

29

5　権  利  を  守  る

「 成 年 後 見 制 度 」と は
　成年後見制度とは、判断能力が不十分な方や加齢に伴い将来に不安がある方等を法
律的に保護し、支えるための制度です。

  法定後見制度  （判断能力が不十分な方のための制度）
　親族等の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人や代理する法律行為の範囲（後見・保佐・
補助）等を決めます。既に判断能力が衰えてしまった方、不十分な方を保護し、支援する仕
組みです。

  任意後見制度  （判断能力のある方が将来に備えて利用する制度）
　元気な時に、自分が信頼できる人（団体）と、公正証書により「後見を任せる契約（任意後
見契約）」を結んでおきます。自分自身で後見人や任せる内容をあらかじめ決めておき、ご
自身の判断能力が低下した後、支援が開始される仕組みです。

�成年後見人等の仕事
　財産管理（預貯金や不動産など）、身上監護（医療や介護サービスの契約等）を本人に代わ
って行います。

15



介護不安やストレスを軽減することができる
介護に対する思いを同じ境遇のご家族と話したり共有できる

専門的知識や介護方法について知ることができる

安全で、できるだけ自立した生活を続けることができる
プライバシーが守られ終末期まで過ごすことができる

認知症カフェ

　医療や介護の専門家、同じ立場の方と気軽にお茶を飲みながら、認知症に
ついて話したり相談できる集まりです。
　日時や場所など詳しいことは、地域包括支援センターにお問い合わせください。

31

認知症高齢者を介護する家族のための介護・こころのケア相談

　介護しているご家族の日常生活の悩みや介護方法などについて、公認心理士・臨床心理士に相談で
きます。
●介護予防・地域支援課　☎5246−1225（予約制）

32

サービス付高齢者向け住宅

　ケアの専門家が常駐し、生活相談、安否確認、緊急対応サービスが受けられる住宅です。

33

有料老人ホーム

　高齢者に配慮した「居住機能」と食事、その他の日常生活上で必要な「サービス機能」が一体的に
提供される高齢者のための住まいです。

34

6　家  族  支  援

7　住  ま  い

老人保健施設

　病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な方が一時的に入所し、医学的な
管理のもと在宅復帰を目指して介護やリハビリが受けられる施設です。

35 介

グループホーム

　認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で
介護が受けられる施設です。

36 介

特別養護老人ホーム

　日常生活に常時介助が必要（原則として要介護３以上）で、在宅での生活が困難な方が入所し、必要
な介護や健康管理が受けられる施設です。

37 介
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どこに相談したらいいの？
【相談窓口】

66 77 88

99
1212

1010 1111
地域包括支援センター（所在地等は裏表紙も参照）
　高齢者やその家族を支援するため、区が設置している総合相談窓口です。何か困ったことがあ
ればお気軽にご相談下さい。
●開設時間　月～土曜日　午前9時～午後5時（ただし、祝日・年末年始を除く）

所 在 地 電話番号 担当地域
あさくさ
地域包括支援センター 浅草４－２６－２ （３８７３）８０８８ 浅草・千束・花川戸

やなか
地域包括支援センター 谷中２－１７－２０ （３８２２）１５５６ 谷中・上野桜木・上野公園・

池之端

みのわ
地域包括支援センター 三ノ輪１－２７－１１ （３８７４）９８６１ 下谷（３丁目）・根岸（４・５

丁目）・三ノ輪・竜泉・日本堤

くらまえ
地域包括支援センター 蔵前２－１１－３ （３８６２）２１７５ 雷門･駒形・寿・蔵前・三筋・

小島・鳥越・浅草橋・柳橋

まつがや
地域包括支援センター 松が谷４－４－３ （３８４５）６５０５ 根岸（１・２・３丁目）・下谷（１・２丁目）・

入谷・北上野・松が谷・西浅草

たいとう
地域包括支援センター 台東１－２５－５ （５８４６）４５１０ 東上野・上野・元浅草・台東・

秋葉原

ほうらい
地域包括支援センター 清川２－１４－７ （５８２４）５６２６ 今戸・東浅草・清川・橋場

　各地域包括支援センターには、「認知症地域支援推進員」が1名ずつ配置されています。認知症地域支援推進
員は、医療・介護・地域をつなぐコーディネーターとして、認知症に関する相談を行っています。

とうきょう認知症ナビ
　「認知症になっても認知症の人と家族が地域
で安心して暮らせるまちづくり」の推進を目的
とする、東京都の公式サイトです。
認知症の基礎知識や相談窓口の紹介、東京都の
研修や施策などの情報を得ることができます。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.
jp/zaishien/ninchishou_navi/
または、  とうきょう認知症ナビ   検索

認知症疾患医療センター
　認知症の鑑別診断や身体合併症と周辺
症状への対応、専門医療相談等を実施す
る医療機関です（台東区では、永寿総合病
院が東京都の指定を受けています）。
台東区東上野2−23−16
☎03−3833−8381（代表）

受付時間 月～金 午前９時～12時
 午後１時～４時

かかりつけ医
　まずは、かかりつけ医に相談しましょう。
必要に応じて、認知症疾患医療センターや、
認知症専門医療機関へ紹介し
てもらえます。
　14ページ「医療機関受診の
流れ」を参考に相談してくだ
さい。

東京都若年性認知症総合支援センター
　専門の相談員が65歳未満の若年性認知症の人
の相談に対応しています。

【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

目黒区碑文谷5−12−1 TS碑文谷ビル1F・3F
☎03−3713−8205
受付時間 平日　午前９時～午後５時
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　救急医療情報キットとは、かかりつけ医療機関や緊急連絡先等を記入する情報シートや、
健康保険証（写）などを容器に入れ、冷蔵庫に保管しておくものです。緊急時、救急隊に必要
な情報を伝える助けとなります。
　区では情報シートや、保管するための専用容器一式を無料で配布しています。

救急医療情報キット はお持ちですか？

 対  象  者
１ 65歳以上のひとり暮らしの方
２ 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
３ 日中又は夜間に、居所において一人になる65歳以上の高齢者
４ 上記 １ ～ 3 に準ずる状況にある方
※専用容器の支給は１世帯につき、1本までです。

必要なもの
本人確認ができるもの（保険証、運転免許証等）、持ち帰るための袋

申 込 窓 口
介護予防・地域支援課または、お近くの各地域包括支援センター

認知症サポーターになりましょう
　ご近所の人や商店街、郵便局、銀行、交番など地域で働く人たちが、認知症について正し
く理解し、認知症の人や家族が困ったときに手助けをしてくれると、認知症になっても住み
慣れた地域で安心して暮らしていくことができます。

認知症サポーターとは？
　認知症についての正しい知識をもち、認知症の人や家族を
温かく見守る応援者のことです。

認知症サポーターになるには？
　「認知症サポーター養成講座」を受講して下さい
●１時間～１時間半の講義を受講すれば、どなたでもなることができます。
● サポーターになる人が10人以上集まれば、区内どこにでもキャラバン・メイト（認知症の

基礎知識のある人）が出張し、講座を開催します（無料）。
● 講座の開催を希望される方は、介護予防・地域支援課（☎０３－５２４６－１２２５）また

はお近くの地域包括支援センターにお問い合わせください。

　ひとりでも多くの人が認知症の人や家族の応援者になることが、認知症になっても安心し
て暮らしていけるまちづくりの一歩です。

受講者には、認知症サポーター
の目印である「オレンジリング」

が渡されます。
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みのわ
地域包括支援センター

三ノ輪1－27－11
☎3874－9861
 FAX.5603－2240

（三ノ輪福祉センター1階）

たいとう
地域包括支援センター
台東1－25－5
☎5846－4510
 FAX.5807－5738

（台東複合施設いきいきプラザ2階）

くらまえ
地域包括支援センター
蔵前2－11－3
☎3862－2175
 FAX.3862－1288

（特別養護老人ホーム蔵前 隣接）

まつがや
地域包括支援センター
松が谷4－4－3
☎3845－6505
 FAX.3845－6512

（ケアハウス松が谷1階）

あさくさ
地域包括支援
センター
浅草4－26－2
☎3873－8088
 FAX.3871－9524

（特別養護老人ホーム浅草1階）

ほうらい
地域包括支援センター

（特別養護老人ホーム浅草ほうらい1階）
清川2－14－7
☎5824－5626
FAX.5824－5631

やなか
地域包括支援センター
谷中2－17－20
☎3822－1556
 FAX.5685－3596

（特別養護老人ホーム谷中1階）

地域包括支援センター所在地

発 行　東京都台東区福祉部介護予防・地域支援課　　平成31年度登録第105号　令和2年3月発行

　　　 台東区東上野4−5−6　☎ 03−5246−1225

高齢者の一番身近な相談窓口です。担当地域のセンターにお気軽にご相談ください。

日 時　月〜土曜日　午前9時 〜 午後5時（ただし、祝日・年末年始を除く）

環境に配慮し植物油インキ
を使用して印刷しています


