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※認知症ケアパスとは、認知症の方とそのご家族の不安を少しでも軽くできるように、認知症の進行状況に応じて、どのような 

 サービスや支援を利用できるのかを「認知症ガイドブック」としてまとめたものです。 

お問い合わせ先：０８５１２－２－４５００ 
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記憶障害 

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

になる障害 

見当識障害 

時間、日付、季節感、場所、人間

関係などの把握が困難になる障

害 

実行機能障害 

旅行や料理など、計画や手順を考

えて実行することが困難になる

障害 

理解・判断力の障害 

2 つ以上の事の同時処理や、いつ

もと違う些細な変化への対応が

こんなになる障害 

①認知症とは？ 

まず最初に、、、、 

認知症は脳の病気です！年齢を重ねていく中で出てくる物忘れとは違います。認知症は様々な原因で脳の働きが 

悪くなって、記憶力や判断力が低下し、日常生活にまで支障がでてきます。例えば食事の場面で、老化による物忘れは 

食べた内容を忘れる、認知症は食べた事を忘れるといったような状態です。 

②認知症の症状（代表例） 

アルツハイマー型認知症 

一番多い認知症で女性に多くみられ

ます。脳内で異常なたんぱく質がつ

くられ、脳の細胞の動きが失われる

と共に脳の委縮が起こります。その

結果、記憶障害や場所や時間が分か

らなくなるような見当識障害が出て

きます。 

 

脳血管性認知症 

男性に多くみられます。脳梗塞や脳

出血等の脳血管疾患の為に、脳の細

胞の働きが失われます。脳全体の機

能が低下する事は少なく、損傷を受

けた部位の機能が低下します。そし

て脳血管疾患の再発の度に症状が進

行していきます。 

レビー小体型認知症 

男性に多くみられます。脳内に「レビ

ー小体」という特殊な物質が蓄積され

脳の細胞が損傷を受けて発症する認

知症です。 

手足の震えや硬直などの身体状況と

併せて、物忘れや見えない物が見える

等の幻視が現れます。 

 

③認知症の種類と特徴（代表例） 

前頭側頭型認知症 

脳の前頭葉や側頭葉が委縮しておこ

る認知症で、性格の変化がみられる人

格障害や、今まで問題なかったのに突

然万引き等の反社会的行動もでてき

ます。異常なこだわりもでてきて、柔

軟な対応ができにくくなります。 
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※症状の現れ方には個人差があります。 

 

認知症は少しずつ進行し、症状が変化していきます。 

家族や周囲が認知症を理解し、進行に合わせて上手に対応 

していくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本人に地域行事を行うなど、社会参加して

もらうよう働きかける。 

◎家庭内での役割を持ってもらい、継続でき

るようにする。 

◎いつもと違う、何か様子がおかしい、と思

ったら早めに地域包括支援センターに相

談する。家族の「気づき」がとても大事。 

●頭の中に霧がかかったようだ 

●約束が思い出せない 

●物事が覚えにくい 

●やる気がでない 

●不安が強い 

●「物を盗まれた」などの 

トラブルが増える 

●失敗を指摘すると怒りだすこともある 

●忘れることは多いが日常生活は自立 

代表的なアルツハイマー型認知症の進行の例(右に行くほど発症から時間が経過し、進行している状態) 

認
知
症
の
進
行 

本
人
の
様
子
の
例 

家

族

の

心

構

え 

正常なレベル 軽度認知障害(MCI) 認 知 症 

●もの忘れが多いが自立して

生活できる 

発症 

認知症疑い 日常生活は自立 

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 

５年前後で約半数が

認知症に！ 

初 期 中 期 後 期 

◎接し方の基本やコツなどを理

解する。 

◎家族間で介護のことについて

話しあっておく。 

◎介護で困ったことがあったら

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。 

●徘徊が多くなる 

●妄想が多くなる 

●すぐ興奮する 

●着替えや食事、トイレがうまく

いかなくなる 

●服を着るなどができない 

●ついさっきのことも忘れる 

●時間や場所がわからない 

 など 

◎介護者自身が健康管理を行う。 

◎介護サービスを上手に利用する。 

◎介護負担が増えるため、 

 困ったことがあったら抱え込まず、

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。 

●表情が乏しい 

●尿や便の失禁が増える 

●ほぼ寝たきりで、意思疎通が

難しい 

●日常生活全般にいつも介護が

必要 

●家族の顔や使いなれた道具の

使い方が、わからないなど 

◎日常生活でできないこと（食事・排

せつ・清潔を保つなど）が増え、合

併症を起こしやすくなることを理

解する。 

◎どのような終末期を迎えるか家族

間でよく話あっておく。 

④認知症の進行と主な症状の例 
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⑤認知症を予防しよう！ 

認知症になってからではなく、認知症になる前に予防していく事がとても重要です。認知症を予防する為に重要な事柄を

挙げてみました。 

生活習慣の見直し 

食生活の偏りによる高血圧や糖尿病を発症すると認知症への

リスクが高くなります。食生活以外にも、禁煙や適切な睡眠時

間の確保も認知症の予防に繋がるとされています。 

適度な運動の機会の確保 

身体を動かすことで、脳への血流が増え、脳細胞の活性化に繋が

ります。適度なウォーキング等の有酸素運動を行い、生活習慣病も

予防していきましょう。 

 

閉じこもりの予防 

外出や他者との交流の機会が極端に少ないと、脳への刺激も少

なくなり不活発な状態となります。日頃から知人との交流や地

域の活動に参加したり、趣味を見つけたり外出の機会を作って

いきましょう。 

 

 

脳を働かせて活性化 

日頃から、計算や日記をつける等の脳を使う機会を作る事で、脳が

活性化され、認知症の予防に繋がります。 
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●地域包括支援センターは、高齢者が地域で安心して生活できるように支援する高齢者の総合相談窓口です。認知症による物忘れの

症状があり不安を抱えている、認知症介護でお悩みの方、是非ご相談ください。 

名 称 住 所 連絡先 

隠岐の島町地域包括支援センター 隠岐の島町城北町一番地 08512-2-4500 

●県内外の認知症に関する相談窓口 

名 称 連絡先 備考 

島根県認知症コールセンター 0853-22-4105 月～金（10 時～16 時）祝日除く 

若年性認知症コールセンター 0800-100-2707 月～土（10 時～15 時）年末年始、祝日除く 

●認知症の介護について悩みを話し合いたい 

 

 

 

 

●認知症について学びたい時 

 

 

 

 

 

 

認知症の疾患のある方、認知症の方を介護されている方、地域の方が気軽に集まり、認知症について講話や 

レクリエーションを通して学んだり、日ごろの介護の悩みなどを話しあう場を定期的に開催しています。 

詳細については隠岐の島町地域包括支援センターまでご連絡ください。 

認知症カフェ【お休み処 ござんせ】 

       に関するご相談はお近くの地域包括支援センターへ 認 知 症 

 

 

認知症の正しい知識や対応方法を学び、認知症の方やその家族の地域での見守り役として期待されている 

認知症サポーター。自治会や団体、企業、学校等様々な所での養成講座を実施しています。講座の開催に 

ついては隠岐の島町地域包括支援センターまでご相談ください。 

認知症サポーター養成講座 
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種類 サービス名称 サービスの主な内容 

訪問系サービス 

訪問介護 身体介護や生活支援（調理、掃除等）を行い、必要に応じ生活上の相談・助言も行います。 

訪問看護 
疾患等がある方について、看護師が訪問し、主治医の指示に基づいて病状の観察や療養上の世話

を行います。 

訪問リハビリ 理学療法士や作業療法士が訪問し、機能回復訓練を行います。 

通所系サービス 

通所介護（デイサービス） 昼間の一定期間、日常生活上の世話や機能・適応訓練を行う事ができます。 

通所リハビリテーション（デイケア） 昼間の一定期間、医師の判断に基づいて、理学療法や作業療法を行います。 

認知症対応型通所介護 昼間の一定期間、認知症の方を対象に日常生活上の世話や機能訓練等を行います。 

福祉用具 福祉用具貸与・購入、住宅改修 
車いすや歩行器等の用具を貸与できます（※介護度により利用できない用具もあります） 

手すりの取り付けや段差解消の工事について補助が受けれます（着工前の事前申請が必要です。） 

訪問/通い/泊まり 小規模多機能型居宅介護施設 通いのサービスを中心に訪問サービスや宿泊サービス（介護保険外）を一体的に行います。 

宿泊系サービス 

短期入所生活介護（ショートステイ） 
家族が一時的に不在で、本人が在宅での生活が困難な場合に、施設に短期間入所し、食事・入浴

等の生活上の支援を受ける事ができます。 

短期入所療養介護 
介護老人保健施設に短期間入所し、医学的管理のもと機能訓練や生活上の支援を受ける事が出来

ます。 

入所系サービス 

介護老人福祉施設 
在宅生活が困難で、常時介護が必要な方が入所し、日常生活上の支援や介護を受ける事が出来る

施設です。（原則要介護 3 以上の方が対象です） 

介護老人保健施設 
主に医療やリハビリを行い、在宅生活復帰を目指す施設です 

（要介護 1 以上の方が対象となります） 

認知症対応型共同生活介護           

（グループホーム） 

認知症の方が、少人数で生活上の支援を受けながら共同で生活をする入所施設です。 

（要支援 2 以上の方が利用できます） 

サービス調整 居宅介護支援事業所 
本人や家族の相談に応じて、介護サービスを利用する本人が自立した生活を営むため、必要なサ

ービスを適切に利用できるようケアプランを作成します。 

相談機関 地域包括支援センター 
高齢者が地域で安心して生活できるよう、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が専門的に

関わる、高齢者の方の総合相談機関です。 

隠岐の島町で受けられる支援内容（介護保険） 
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種類 種別 事業所名 所在地 連絡先 

訪問系 

訪問介護事業所 

静和園訪問介護事業所 隠岐の島町栄町 1088 番地 08512-2-7502 

博愛訪問介護事業所 隠岐の島町原田 390-3 08512-2-8866 

ふれあい五箇訪問介護事業所 隠岐の島町北方 278-2 08512-5-3541 

あたご会訪問介護ステーション 隠岐の島町郡 425-5 08512-5-9160 

住吉ホームヘルプステーション 隠岐の島町都万 1791-1 08512-6-3200 

訪問看護事業所 
静和園訪問看護ステーション 隠岐の島町栄町 1088 番地 08512-2-7502 

隠岐の島町訪問看護ステーション かがやき 隠岐の島町城北町 1 番地 08512-2-8562 

訪問リハビリテーション 
ともいきの郷 隠岐の島町栄町 975-2 08512-2-7600 

隠岐広域連合立隠岐病院 隠岐の島町城北町 355 番地 08512-2-1356 

通所系 

通所介護（デイサービス） 

中条デイサービスセンター 隠岐の島町原田 390-3 08512-2-5922 

一颯通所介護事業所 隠岐の島町下西 590-1 08512-2-9511 

ふれあい五箇通所介護事業所 隠岐の島町北方 278-2 08512-5-3541 

住吉デイサービスセンター 隠岐の島町都万 1791-1 08512-6-3200 

宅老所くすもと 隠岐の島町那久 626 08512-6-3033 

中村デイサービスセンター 隠岐の島町中村 1557-1 08512-4-0756 

高齢者生活福祉センター蓬莱苑 隠岐の島町布施 642-1 08512-7-4373 

通所リハビリ（デイケア） ともいきの郷 隠岐の島町栄町 975-2 08512-2-7600 

認知症対応型通所介護    

訪問/

通所/

泊まり 

小規模多機能型居宅介護施設 

小規模多機能型居宅介護施設 たんぽぽ 隠岐の島町港町天神原 11-14 08512-2-8121 

小規模多機能型ホーム 風和里 隠岐の島町有木山崎 10-1 08512-3-0775 

小規模多機能型居宅介護事業所 ふたばの里 隠岐の島町東郷川尻 30-1 08512-2-3691 

小規模多機能型居宅介護 なかよし 隠岐の島町下西 819 08512-3-1174 

小規模多機能型居宅介護施設 わがんと 隠岐の島町中村 72-1 08512-4-0560 

福祉用

具 

福祉用具貸与・購入      

住宅改修 

（有）隠岐第一商事 隠岐の島町岬町 1853-26 08512-2-9196 

（有）ライフランド 隠岐の島町平 441-8 08512-2-6660 

（有）隠岐産機 隠岐の島町飯田前田 31-5 08512-2-3848 
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種類 種別 事業所名 所在地 連絡先 

泊り系 短期入所生活介護 

静和園短期入所施設 隠岐の島町栄町 1088 番地 08512-2-0541 

なごみ苑短期入所施設 隠岐の島町郡 425‐5 08512-5-3811 

清松園短期入所施設 隠岐の島町郡 588 番地 08512-2-2183 

鳴澤の里短期入所事業所 隠岐の島町都万 1791‐1 08512-6-3200 

小規模多機能型居宅介護事業所 ふたばの里 隠岐の島町東郷川尻 30－1 08512-2-3691 

小規模多機能型居宅介護施設 わがんと 隠岐の島町中村 72‐1 08512-4-0560 

入所系 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 静和園 隠岐の島町栄町 1088 番地 08512-2-0541 

特別養護老人ホーム なごみ苑 隠岐の島町郡 425－5 08512-5-3811 

特別養護老人ホーム 鳴澤の里 隠岐の島町都万 1791‐1 08512-6-3200 

介護老人保健施設 老人保健施設 ともいきの郷 隠岐の島町栄町 975‐2 08512-2-7500 

認知症対応型共同生活介護        

（グループホーム） 

グループホーム いこいの家 隠岐の島町栄町 1076‐1 08512-2-8270 

グループホーム やすらぎの家 隠岐の島町城北町 533－3 08512-2-5504 

グループホーム さち 隠岐の島町栄町 572 番地 08512-2-0121 

グループホーム 和水屋 隠岐の島町中村森西 1542‐1 08512-4-0091 

グループホーム さくら荘 隠岐の島町郡 582‐1 08512-5-9111 

グループホーム みのりの家 隠岐の島町都万 2472－3 08512-6-2626 

養護老人ホーム（介護保険外） 
養護老人ホーム 清松園 隠岐の島町郡 588‐1 08512-5-2183 

養護老人ホーム 百寿荘 隠岐の島町栄町 1091 番地 08512-2-1020 

高齢者生活支援ハウス（介護保険外） 高齢者生活福祉センター 蓬莱苑 隠岐の島町布施 642‐1 08512-7-4373 

高齢者共同住宅（介護保険外） 隠岐の島町高齢者共同住宅 すがの荘 隠岐の島町郡 425－5 08512-5-2080 

サービス

調整 
居宅介護支援事業所 

居宅介護支援事業所 共生 隠岐の島町栄町 1088 番地 08512-2-7502 

博愛居宅介護支援事業所 隠岐の島町原田 390-3 08512-2-1941 

あたご会居宅介護支援事業所 隠岐の島町郡 425-5 08512-5-9160 

住吉在宅介護支援センター 隠岐の島町都万 1791-1 08512-6-3200 

居宅介護支援事業所さち 隠岐の島町栄町 571 08512-2-0168 
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サービス名称 事業所・開催場所 お問い合わせ先 サービスの主な内容 

おたっしゃデイサービス 各通所介護事業所 
隠岐の島町地域包括支援センター 総合事業基本チェックリストの該当により、介護申請を

受けなくても事業対象者としてデイサービスを月 4 回

限度に利用できます。 08512-2-4500 

スタジオレッスンらくらく    

水中運動 

スポーツクラブ 

隠岐 

スポーツクラブ隠岐 定期的に運動できる機会として、プールやスタジオを使った

教室の 1 カ月分の会費を 1 年のうち 6 か月間助成します。 08512-2-7117 

はつらつサロン 

岬町デイサービス 

ふれあい五箇 

くすもと 

隠岐の島町役場高齢者福祉係 閉じこもり予防を目的に、月に 1 回各事業所で健康チェック

や各種体操や趣味活動を行います。（1 回 775 円【食費込み】） 08512-2-4500 

介護予防教室 各地区集会所等 
※各実施機関からのチラシ等で 

ご確認下さい。 
介護予防に関する講話や実技等を実施します。（無料） 

医療機関名称 所在地 連絡先 備考 

隠岐広域連合立隠岐病院 隠岐の島町城北町 355 番地 08512-2-1356 精神科・神経内科 

宇野内科医院 隠岐の島町有木月無 11 番地 1 08512-2-2572  

高梨医院 隠岐の島町栄町 1410 番地 08512-2-0049  

半田内科クリニック 隠岐の島町西町八尾の一９ 08512-2-6280  

五箇診療所 隠岐の島町郡 584‐1 08512-5-2005  

都万診療所 隠岐の島町都万 1773‐1 08512-6-2025  

中村診療所 隠岐の島町中村 48 08512-4-0011  

布施へき地診療所 隠岐の島町布施 642‐1 08512-7-4346  

隠岐の島町の医療機関（認知症及び日常の療養支援を行う機関） 

隠岐の島町で受けられる支援内容（その他） 
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(G) 和水屋

(通介) 中村デイサービスセンター

(通介) 布施通所介護事業所
(ハウス)隠岐の島町高齢者

生活福祉センター蓬莱苑

(老健) ともいきの郷
(デイケア) ともいきの郷
（訪リハ）ともいきの郷

(特養)(短) 静和園
(養護) 百寿荘

(居) 共生
(訪看) 静和園訪問看護
(訪介) 静和園訪問介護

(G) いこいの家

(用) 隠岐産機

隠岐の島町社会福祉協議会

(通介) 中条デイサービスセンター

(居) 博愛居宅介護事業所

(訪介) 博愛訪問介護事業所

(居) さち
(G) さち

(用) 隠岐第一商事

(G) やすらぎの家

(用) ライフランド

(特養)(短) 鳴澤の里

(訪介) 住吉ホームヘルプステー

(通介) 住吉デイサービスセンター

(居) 住吉在宅介護支援センター

(G) さくら荘

(養護)(短) 清松園

(特養)(短) なごみ苑
(居) あたご会居宅介護支援事業

(訪介) あたご会訪問介護ステーション

(通介) ふれあい五箇通所介護事業所

(訪介) ふれあい五箇訪問介護事業所

(多機能) たんぽぽ

(共同) すがの荘

(通介) 宅老所くすもと

(Ｇ) みのりの家

(多機能) 風和里（ふわ

(多機能) ふたばの里

(多機能) なかよし

(多機能) わがんと

(居) 一颯 (通介) 一颯通所介護事業

(包)：地域包括支援センター
(居)：居宅介護支援事業所
(訪介)：訪問介護(            )
(通介)：通所介護(        )
(デイケア)：通所リハビリテーション
(認通）：認知症対応型通所介護
(訪看)：訪問看護
(訪リハ)：訪問リハビリテーション
(用)：福祉用具の貸与・販売
(Ｇ)：グループホーム

(痴呆対応型共同生活介護)
(短)：短期入所施設
(特養)：特別養護老人ホーム
(老健)：老人保健施設
(養護)：養護老人ホーム

(特定施設入所者生活介護)

(外部サービス利用型特定施設)
(共同)：高齢者共同住宅

(ハウス)：高齢者生活支援ハウス
(障)：障害者施設

(多機能)：小規模多機能型居宅介護
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隠岐の島町で受けられる支援内容（権利擁護） 

認知症により判断能力が低下すると、預貯金の引き出し等の財産管理や、法律上の契約行為が難しくなります。併せて新手の詐欺

から認知症の方を守るためにも、以下の制度を利用する事で本人の権利を擁護していく事が重要です。 

日常生活自立支援事業 

 

認知症による物忘れや障がい（知的・精神）により、福祉サー

ビス利用の為の契約に不安があったり、金融機関でのお金の引

き出しや公共料金の支払いに不安がある方に対して、各市区町

村の社会福祉協議会が本人との契約により、福祉サービス利用

の際の契約、通帳の預かりや支払いのお手伝いを行います。 

 

 

お問い合わせ先 

隠岐の島町社会福祉協議会内 あんしんセンター 

連絡先：08512-3-1303 

成年後見制度 

 

認知症や障がいにより、判断能力が著しく低下した方に対して住

宅や介護サービス等の契約を代わりに行う身上監護と、収支の管

理や財産の維持・処分を行う財産管理を家庭裁判所が選定した後

見人が行います。後見人は親族が行う親族後見と弁護士や司法書

士等が行う第 3 者後見があり、家庭裁判所が本人にふさわしい後

見人を選定します。申立先は家庭裁判所ですが、地域包括支援セ

ンターや社会福祉協議会、法律事務所（有料）の方でも相談は可

能なので是非ご相談ください。 

 

お問い合わせ先 

松江家庭裁判所 西郷支部 

連絡先：08512-2-0005 
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高齢者の運転について 

隠岐の島町で重要な移動手段となっている自動車。日々の生活の中でも欠かせないものとなっています。しかし全国では、75 歳以上の高齢者

及び、認知症の疑いのある高齢者による交通死亡事故件数及び全体に占める割合は年々増加傾向にあります。これを受けて平成 29 年 3 月に道

路交通法の改正があり、高齢運転者の更新時の流れが変わりました。併せて、隠岐の島町では平成 29 年 4 月以降に運転免許の自主返納された

高齢者の方について公共交通機関の回数券を交付する事業を行っています。認知症や身体機能の低下で運転に不安のある方については、交通

事故の未然防止のためにも自主返納について隠岐の島町警察署交通係（☎：08512-2-0110）までご相談下さい。 

※注意事項）①お一人様につき一回限り②一回の利用に枚数制限は無いがお釣りはなし 

●対象者（以下の全ての要件を満たしている方）：           ③隠岐の島町のみで利用可能                  

①隠岐の島町に住民票のある方 ②平成 29 年 4 月以降に運転免許（すべての免許）を自主返納された方 ③満 70 歳以上の方 

●支援内容：次の①～③のうちから、上限 21,000 円以内で自由に選択 

隠岐の島町高齢者運転免許自主返納支援事業 

①隠岐一畑交通株式会社が発行する回数券 ②隠岐タクシー業協議会が発行するタクシー乗車券 ③隠岐の島町が運行する町営バスの回数券 

・100 円×11 枚綴=1 冊 1,000 円     ・300 円×10 枚=3,000 円             ・300 円×11 枚綴=3,000 円 

・200 円×11 枚綴=1 冊 2,000 円                              ・300 円×23 枚綴=6,000 円 

・300 円×11 枚綴=1 冊 3,000 円 

・500 円×11 枚綴=1 冊 5,000 円 

 


