
▲   認知症の症状と対応

認知症の人には
こういった症状が現れます

身近な人の対応で改善が可能

治りにくい

もの忘れ

無気力状態

認知症の症状には、脳の細胞が変化することによって起こる
「中核症状」と、本人の性格や生活環境、人間関係などの影響を受けて、
人によって現れ方が異なる「行動・心理症状（BPSD）」があります。

中核症状

行動・心理症状（BPSD）

日時や場所が
わからない

こんな症状のときは、こう対応

「ごはんは、まだ？」

夕方ごろ「そろそろ失礼します」　

「お金を盗られた」と騒ぐ

　「さっき聞いた」
と 言 っ て し ま う
と、自分の殻に閉
じこもってしまう
ことがあります。
聞き上手に徹しま
しょう。

　食後すぐに「ご
はんは、まだ？」と
言うときは、食べ
たという事実を理
解してもらうより、
納得してもらうこ
とに重点をおきま
しょう。

　「家はここでしょ」
と言われると不信
感がわいてしまう
ことも。「 そこま
で送りますね」と
一緒に散歩し、頃
合いをみて、自宅
へ誘導してみてく
ださい。

　本人以外の人が
財布を見つけても
責めずに、本人が
見つけられるよう
に導きましょう。

「自分で見つけら
れた」という自信
につながります。

　 あ な た の 接し方 で 変 わりま す
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覚えて
おきたい

「ものを盗られた」
「夫（妻）が浮気を
している」などの妄想

歩き回ったり、
外に出たり
しようとする

計算ができない

判断や問題解決が
できない

身だしなみを
うまく整え
られない

興奮して怒鳴る・
暴力をふるう

不眠や昼夜逆転

なんでも
食べようとする

実際に
ないものが
見える

そうなん
ですね

そうですか

同じことを何度も話す1

もう少しかか
りそうだけど、
待てますか？

できるまで
お茶を飲ん
でいましょ
うか

お茶でも飲
んでいきま
せんか

このあたりを
一緒に探しま
しょう
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介護
地域包括支援センター・役所に相
談し、要介護認定を受けましょう

①�自宅に訪問してもらって受ける
サービス

②施設に通って受けるサービス

③宿泊して受けるサービス

①②③を組み合わせたサービス

NPO・社会福祉協議会などによる
■���見守り支援　■���生活援助
■��外出（通院）の付き添い　など

■���健康診断　■��歯科健診
■��高齢者クラブ（老人クラブ）
■��健康サークル活動�など

地域包括支援
センター

相談業務やサービスのコーディ
ネートを行う

家庭でも社会でも、できることはどんどん
やってもらい、本人が「役に立っている」

「役割を果たせている」と感じることが大切です。
ひとりで抱えこまず、まず、地域包括支援センターに相談してください。

これからどう一緒に
暮らしていけばいいの？

専門家を含めたチームでケアをサポート

生活習慣病や原因となる病気を治療
することで、進行を遅らせたり、症状
を改善できるケースがあります。

6時間以上の睡眠をとり、朝日を浴
びて起床するといった、規則正しい
生活パターンを習慣づけましょう。

歌を歌う、楽器を演奏する、絵を描
くなど、好きなことでご近所や友人
との交流をもちましょう。

▲   在宅で支えるために

自分らしく暮らす時間を少しでも長くするために

大切なことはノートに書き留め、
メモを貼る場合は１か所に。

運転免許は早目に返納しま
しょう。

財布や鍵など、大切なものは決まっ
た場所に置きましょう。

ものを壊したり事故を起こ
したとき、被害者や本人を
救済する保険があります。

棚にラベルなどを貼って、探さなく
てもわかるようにしましょう。

こまったときは、「介護中」
を理解してもらうための
マークを使いましょう。

今後どう過ごしたいか、どん
な介護・どこまでの治療を
受けたいかなどを明らかに。

記憶をおぎなう工夫を

適切な治療を受けましょう 良質な睡眠と規則正しい生活を 孤立せず、生活を楽しみましょう

個 人 だけ で は 支 えきれ な い 在 宅 介 護

医療

認知症支援
認知症の正しい知識と理解を
もち、サポートする
■��認知症サポーター
■���介護予防ボランティア�など

生活相談にのり、援助を行う
■���民生委員
■���認知症地域支援推進員
■���生活支援コーディネーター�など

情報共有や交流ができる
■��認知症カフェ　�
（オレンジカフェ・ケアカフェ）
■��介護者のつどい（認知症家族会）�など

■��かかりつけ医・歯科医・薬局
■���認知症初期集中支援チーム　
訪問診療・往診・訪問歯科診療・訪
問看護・訪問リハビリテーション�など

安心して
暮らすために

住環境を整えましょう

■��バリアフリーに（段差を
なくす、手すりをつける）

■��トイレが一目でわかるよ
うに　など

生活支援

介護予防
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▲  在宅で支えきれなくなったら

認知症が進行したら
介護施設には

さまざまな種類があります自宅での生活が難しくなった り、身近な人の負担が大きくなったりした
場合、介護施設への入居とい う選択もあります。

いろいろなサービスを提供している介護施設。本人の希望
に沿った生活が送れる場所を選びましょう。

認知症に対応している主な介護施設

入居までの流れ

①�どのような生活を送りたいか
を整理する

②�介護施設の比較・検討
③�資料の取り寄せ
④見学
⑤申込み
⑥書類の準備
⑦面談
⑧入居審査
⑨体験入居
⑩契約・入居

ここでご紹介する入居条件や費用などは、あくまでも目安です。詳しくは各施設にお問い合わせください。

種類 特徴 入居条件
（保証人・身元引受人が必要） 医療ケア 利用料※（月額の目安） 利用形態 看取り 入居待ち

期間

居
住
系
サ
ー
ビ
ス

介護付き有料老人ホーム
•介護職員が常駐し、生活援助と身体介助サービスが24時間受けられる
•特養などに比べて割高だが、基本的に個室
•介護費用が定額制でイベントやレクリエーションが充実しているが、デイサービス
など外部の介護サービスを利用できない

65歳以上、自立～要介護５ 可 20～ 30万円+介護サービス費 終身 施設に
よる 短い

住宅型有料老人ホーム
•介護職員が常駐していないため、介護が必要になったときは訪問介護やデイサービ
スなど、外部の介護サービスを自由に選んで利用できる
•イベント・レクリエーションが充実。有料老人ホームのなかで最多の施設数

60歳以上、自立～要介護５ 施設による 15万円～
（要介護度が上がると費用も上がる） 終身 施設に

よる 短い

軽費老人ホームC型 ケアハウス
（介護型）

•介護スタッフが常駐しているため、介護サービス、通院の付き添い、安否確認など
のサービスを提供。基本的に個室
•介護度が上がっても退去しなくてよいため、長く住み続けられる

自炊ができないほど身体機能が
低下、独立して生活できない65
歳以上、要介護１～ 5

可 16～ 20万円 終身 施設に
よる 長い場合有

認知症対応型生活介護
（グループホーム）

•認知症の5～ 9人を1ユニットとして、小規模な共同生活を送る住まいのため、ス
タッフの目が届きやすく、基本的に個室
•地域密着型のサービスのため、施設と同じ市区町村に住民票があることが必要

要支援２～要介護５ 施設による 15～ 30万円 施設による 施設に
よる 長い場合有

サービス付き高齢者向け住宅
（サ高住）

•介護認定なしの自立した人や軽度要介護の人向けの「一般型」と、要介護3くらい
までの人に対応する「介護型」がある
•バリアフリー対応の賃貸住宅。日中は生活相談員がいて、安否確認や生活支援など、
必要なサービスを選んで受けられる生活の場

60歳以上、または要介護認定を
受けた60歳未満 施設による 15～ 25万円 施設による 施設に

よる 短い

介
護
保
険
施
設

特別養護老人ホーム
（特養）

•認知症の人は要介護1、2でも入居できることもある
•費用はおさえられるが、相部屋が多い（個室も増えている）
•比較的重度の要介護状態か認知症の人が優先的に入居でき、レクリエーションの提
供もあるが、身の回りの世話が中心

65歳以上、要介護３～５ 〇 6～ 15万円 終身 施設に
よる 長い

介護医療院
•身体状態が急変する危険性の高い人（Ⅰ型）や、比較的容体が安定している人（Ⅱ
型）を受け入れ、長期療養できる生活の場
•所得の低い人のために負担の限度額が設定されている

要介護１～５ ◎
2.7～4.5万円（1割負担・日常生活費別）
8.1 ～ 13.5万円（3割負担・日常生活
費別）

終身
〇

（終末期
医療を
含む）

長い場合有

※居住系サービスでは、入居一時金が必要となる場合があります。

医療・介護・リハビリ
などの提供体制
専門職の常勤時間・人
数、対応できるサービ

ス・処置、夜間体制、医療機関・介
護サービスとの連携状況、緊急時の
対応、認知症が進んだ場合も住み続
けることができるか　など

費用
一時金や月額、介護保
険自己負担額、医療費、
日用品・おむつ代など

の実費　など
設備
居室の広さは十分か、
プライバシーは守ら
れているか、共有ス

ペースや浴室の広さ・設備は十分
か、庭やベランダがあるか　など

食事
医療食・介護食への対
応、管理栄養士がいる
か、かむ・飲みこむ機

能の訓練があるか、入れ歯の手入

れの対応があるか、メニューが選
択できるか　など

スタッフ
認知症についてどん
な方針でどんなケア
を行っているか、定期

的に研修を受け認知症のケアに精
通しているか、入居者への声かけ・
態度、笑顔はあるか　など

レクリエーション・ 
イベント
頻度、内容、費用、外出

できるか、趣味が続けられるか　など
生活支援サービス
サービス内容、頻度、
費用、スタッフの人数、
夜間体制　など
経営面
経営は安定している
か、入居率・退去率と
その理由　など
周辺の環境・立地条件
本人の好みか、最寄駅
からの距離、家族が通

いやすいか　など
入居者
入居者同士のかかわり
合い、雰囲気、男女比　
など
その他
家族の訪問時間に制限
があるか、ペットも入
居できるか　など

施設選びの主なポイント 次の項目を参考に、本人と家族が大切にしたいことの優先順位をつけてみましょう。
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

大切な人を見守り、体や心、生活に変化が起きていないか、
見逃さないようにすることが「進行防止」のカギです。

のこと体

見守りポイント❶

のこと心

見守りポイント❷

のこと生活

見守りポイント❸

■  孤独になっていないか

■  自信を失っていないか
■  不安感が強まっていないか

■  落ちこんでいないか
■   自尊心が傷ついていないか

■  室温や湿度など、生活環境は
適切か

■  人間関係や環境がストレスに
なっていないか

■   会話が不足していないか

■    睡眠が十分にとれているか　

■   刺激が不足していないか

認知症が進行するか、ふみとどまるかは
ここで決まります

■  認知症のリスクを高める高血
圧や糖尿病など、持病が進行
していないか

■  薬によるふらつきなどはない
か（医師の処方を守っているか、
かかりつけ薬局をもっているか）

■  やせてきていないか

■  脱水症状がないか

■    便秘や下痢をしていないか

認知症や持病が経過とともに変化していないか、身近な人の定期的な見守りが大切です。

定価　本体80円＋税10％（税込88円）
発行　社会保険研究所




