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1 認知症は誰でもかかる
可能性のある身近な病気です

認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です（注１）。
鳥取県内では、認知症の人は２万人を超えており、平成37年には
約２万4,000人に増加すると推計されています。

鳥取県内の認知症高齢者数（注２）の将来推計

若年性認知症について

認知症の人と家族が
安心して暮らせる
地域をつくることが大切です。

認知症は、
とても身近な病気です。

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、鳥取県内には約300人弱と推計されています。

（注１）最新の国の研究によると、65歳以上の高齢者の約15%が認知症だといわれています。
（注２）要介護認定を受けている高齢者のうち認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上の者
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2 認知症とは？

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、正常に発達した認知機能（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 状 態

脳の病気 認知機能の低下

行動・心理症状
不安・うつ・怒りっぽさ、幻覚・妄想・俳徊など

身体の状態・生活の環境など

生活のしづらさ

認知症の原因となる病気

アルツハイマー病

脳血管障害

レビー小体病

その他

60％60％20％

10％
10％

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。

（注３）認知機能とは … 物事を記憶する、言葉を使う、計算する、問題を解決するなどの頭の働きを指します。

前頭側頭葉変性症（ピック病など）、
慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、正常圧
水頭症などによるもの
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軽度認知障害は、本人にもの忘れが増えた自覚があり、実際に年齢に比較して
記憶力が低下していますが、一見は健康に見える状態です。そのため、気づき
にくいのですが、次のような徴候が現れます。最も気づきやすいのが、「意欲の
低下」で、長年、習い事の教室を開催していた方が「つまらないし、弟子も集
まらなくなったのでやめました」などというのは危険な徴候です。

軽度認知障害（MCI）の
徴候を知っておきましょう

軽度認知障害の徴候

以下に紹介することは、誰にでも起こることですが、
■～■がいくつも、しばしば起こるのが軽度認知障害
の徴候です。
1 5

「隣の部屋にさがしものに行ったら、何をさがしに来たのかどうしても思い
出せない」など、今、何をしようとしていたのかわからなくなることです。
このようなことがしばしば起こります。

記憶障害1

疑い深くなったり、怒りっぽくなったりします。これは記憶障害などから自
分に自信がなくなったり、ちゃんと対応できない自分にいらだったりして、
不安を感じるためと解釈されます。

性格変化3

「もしこうならこうだけど、そうでなかったらこうだよ」といった少し複雑
な話の理解が難しくなります。つじつまを合わせようとつくり話をしたり、
とんちんかんな応答をすることがあります。

コミュニケーション能力の変化4

長年の趣味や生きがいだった事をやめてしまうなどは危険な徴候です。うつ
病と誤診されやすいですが、治療方法が異なりますので注意が必要です。

意欲の低下5

日付や曜日が分からなくなることです。何かのイベントを思い出そうとして
も、どのくらい前のことなのか分からなくなるなど、しばしば起こります。

時間の見当識障害2

3
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4 認知症に早く気づくことが大事！

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。

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。
利用できる制度やサービス（13ページ参照）により生活環境
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。

今後の生活の
準備をする
ことができます

早く気づくことのメリット

図：アルツハイマー型認知症の進行の例

1

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。

治療可能な認知
症や一時的な症
状の場合があり
ます

2

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。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。【下図参照】

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。

進行を遅らせる
ことが可能な
場合があります

3

症
状
の
度
合
い

軽
度

薬を使用した場合

何も治療しない場合

時間の流れ

重
度

中
等
度
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5 「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！

※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。

財布や鍵など、物を置いた
場所がわからなくなること
がありますか

自分でできる認知症の
気づきチェックリスト

チェック 1 まったくない

最もあてはまるところに○をつけてください。

1点

ときどきある

2点

頻繁にある

3点

いつもそうだ

4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

5分前に聞いた話を思い出
せないことがありますか

チェック 2 まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

周りの人から「いつも同じ
事を聞く」などのもの忘れ
があると言われますか

チェック 3 まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

今日が何月何日かわからな
いときがありますか

チェック4 まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

言おうとしている言葉が、
すぐに出てこないことがあ
りますか

チェック 5 まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ
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「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。
※ご家族や身近な方がチェックすることもできます。

チェックしたら、①から⑩の合計を計算
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。
14ページ以降に紹介している相談機関やかかりつけ医に相談してみましょう。

合計点 点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

貯金の出し入れや、家賃や
公共料金の支払いは一人で
できますか

チェック 6 問題なくできる

最もあてはまるところに○をつけてください。

だいたいできる あまりできない できない

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

一人で買い物に行けますか

チェック 7

バスや電車、自家用車など
を使って一人で外出できま
すか

チェック 8

自分で掃除機やほうきを
使って掃除ができますか

チェック 9

電話番号を調べて、電話を
かけることができますか

チェック10

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27年7月発行）
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6 認知症になると
どのように感じるの？

何か失敗をした時に、どうして
いいかわからずに混乱し、いら
いらしやすくなったり、不機嫌
になったりすることがあります。

うつ状態になると意欲が低下す
るので、それまでやっていた趣
味活動をやめてしまったり、人
とのコミュニケーションも少な
くなってしまい、不活発な生活
になってしまいます。

もの忘れや失敗が増えて、自分がそれまでできたことが
できなくなってしまうので、気分が沈んでうつ状態にな
ることがあります。

「自分は今どこにいるんだろう。」
とか、「この先自分はどうなって
いくんだろう。」、「自分は家族に
迷惑をかけているのではない
か。」というような不安を感じる
ようになります。

自分がこれまでとは違うことに、最初に気づくのは本人
です。もの忘れによる失敗が増えることなどにより、
「なんだかおかしい。」と感じることがあります。

時には声をあげてしまったり、
つい手を出してしまったりする
ことがあります。

不安を
感じること
があります

気分が沈んで
うつ状態になる
ことがあります

怒りっぽくなる
ことがあります
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認知症の人が不安を感じながら生活していることを十分に理解して
接することが大事です。

たとえば、認知症の人がごはんを食べたことを忘れて何度も「ごはんまだ？」と
たずねたり、外出する予定時刻のだいぶ前から何度も「何時に出かけるの？」と
たずねたりするのは、記憶障害がもとで生じる不安をやわらげようとしているの
かもしれません。

そのような場面で「何回も同じこと聞かないで！」と怒ってし
まうと、ますます本人の不安をあおってしまいます。本人の不
安な気持ちを理解しながら訴えをよく聞き、不安をやわらげる
ような対応をするとよいでしょう。

7 認知症の人を支えるために

本人の気持ちを理解して接しましょう

こんなときは・・・

認知症になっても全てのことができなくなるわけではありません。
本人の尊厳を大事にして、できることを生かしながらさりげなく
手助けしましょう。

たとえば、長年料理をしてきた人が、認知症になってうまく段取りができなくなっ
たり、火の不始末が増えてきたりすることがあります。

危ないからといって料理をまったくさせないようにするのでは
なく、材料を切ったり混ぜたり、盛り付けをしたり、本人がで
きることをしてもらうようにするとよいでしょう。

本人の尊厳を大事にして、
できることを生かしながらお手伝いしましょう

こんなときは・・・
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認知症の予防につながる習慣

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。

塩分を控えめに、お酒はほどほどにしましょ
う。魚や野菜を食べる機会を増やし、バラ
ンスのよい食事を心がけましょう。

1 食生活に気をつけましょう。

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。

3 生活を楽しみましょう。

高齢期になるとさまざまな持病を持っていることがよ
くありますが、持病をよくコントロールして悪化させ
ないことは認知症予防のためにも重要です。とくに糖
尿病や高血圧、うつ病などは認知症と関係が深いこと
が知られています。また頭部のケガも認知症の発症に
つながりやすいので、転倒に気をつけましょう。

5 持病のコントロールなどにも気をつけましょう。

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。

2 適度な運動をしましょう。

地域の活動や米子市が行っている介護予
防事業などに参加してみましょう。

4 人と積極的に交流しましょう。

8
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認知症の早期発見、
対応が大切です9

もの忘れが気になったら、早めに相談することが大切です。

認知症の人を介護する
家族のつどいや

オレンジカフェへの参加

ボランティアや
近隣住民の
見守り・支援

医療・福祉等の
サービスを利用する

米子市長寿社会課 介護予防係
電話：0859-23-5155問合せ

家族が相談のために
受診する方法も
あります。

●認知症疾患医療センター
　認知症の専門相談や診断、救急対応
　などを行っています。
●もの忘れ外来、神経内科、脳神経
　内科、 脳神経外科、精神科　など

なじみのお医者さん
（かかりつけ医）に
相談しましょう

専門医療機関

●米子市地域包括支援センター
●鳥取県認知症コールセンター　●もの忘れ相談薬局
●オレンジカフェ　●米子市役所 長寿社会課

相談窓口

医療機関を
受診するとき

●医療機関の受診に
　不安があるとき
●生活や介護の相談が
　したいとき  　など



12

10 認知症の経過と、経過に応じて
利用できる支援について

　最初に物忘れが目立ち始
めます。物忘れとともに、
何かを計画し、順序立てて
やり遂げることが難しく
なってきます。時間の感覚
が薄れてきます。また、調
理や買い物、入浴等、今ま
で出来ていた家事などで見
守りや声かけが必要になっ
てきます。 

□約束を忘れてしまうこと
　がある。
□財布や通帳等をなくすこと
　がある。
□時間がわかりにくくなった。
□イライラして怒りっぽく
　なった。
□外出が億劫になっている。
□趣味や好きなTVが楽しめ
　ていない。
□料理の味が変わったと家
　族に言われる。
□買い物で同じものばかり
　買ってくる。

□近所でも道に迷ったりする。
□自宅内でもトイレの場所
　を迷う。
□家族がわからないことがある。
□話しかけた言葉が理解で
　きない。
□物を見ても、それが何か
　わからない。
□服をうまく着ることがで
　きない。
□入浴を嫌がったり、うま
　く洗えない。
□トイレの流し忘れや失敗
　が増えた。
□表情が乏しい。

□日付、曜日、季節がわかり
　にくくなった。
□自宅から離れた所で道に
　迷うことがある。
□ガスの消し忘れや、鍋焦
　がしが多くなる。
□薬やお金の管理が出来ない。
□季節にあった衣服を選べ
　ない。
□毎日の入浴を忘れること
　がある。

　いつ、どこで、何をした
かの出来事を忘れるように
なります。
　日付や季節、年次の時間
感覚がわかりにくくなり、
自分がいる場所も見当をつ
けることが難しくなってき
ます。着替えや入浴等、身
の回りのことや、家事全般
で支援が必要になります。

　直近のことだけでなく、
古い記憶もあいまいになっ
てきます。言葉によるコ
ミュニケーションの不良や
人や物についても見当をつ
けることが難しくなってき
ます。
　身の回りのこと全般で支
援や介護が必要になります。

　いつもと違う様子や困っ
たことがあれば、まず相談
しましょう。本人が認知症
の症状を自覚し、不安に思っ
ていることもあります。
　家族は、本人が物事をや
り遂げる過程で、どの部分
ができ、どの部分が出来な
いかを見極め、出来ない部
分を支援します。昔の経験
を基にできることは大切に
します。

　火の始末や道に迷うなど、
思いがけない事故に備えて
安全対策を考えます。
　家族は、本人の行動の変
化に戸惑いや不安を感じる
ことが増えてきます。介護
のつらさや不安を１人で抱
え込まず、親族などの身近
な人や支援者にも理解して
もらいましょう。 

　家族の介護負担が増えて
きます。相談しながら、医
療や介護サービスを上手く
使いましょう。
　急に体調を崩しやすくな
ります。肺炎など、他の合
併症の症状や予防策につい
ても知っておきましょう。

気づき～軽度 中等度 重  度認知度の
度合い

認
知
症
の
あ
る
人
の
様
子

（
見
ら
れ
る
症
状
の
例
）

度
合
い
確
認
チ
ェ
ッ
ク

本
人
・
家
族
向
け
ア
ド
バ
イ
ス
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認知症の症状は、時間の経過とともに変わっていきます。早いうちから認知症の経過や、
その時々の状況に応じた適切な対応や利用できるサービス・社会資源を知っておくことは、
認知症の人の理解やケアに役立ちます。認知症の原因となる病気の種類や、個人の状況な
どにより、経過のたどり方や利用できる制度・サービスは異なりますので、大まかな目安
としてください。

どんなときでも、まずは相談からはじめましょう。認知症の人を支援する仕組
みやサービスは様々です。相談しながらうまく使っていきましょう。

気づき～軽度 中等度 重  度

利
用
で
き
る
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
の
例

医

　
療

受診
する

相談する 地域包括支援センター、鳥取県認知症コールセンター、オレンジカフェ、
もの忘れ相談薬局、米子市長寿社会課

かかりつけ医（通院・訪問診療）

専門医療機関・認知症疾患医療センター

看護、リハビリテーション、薬局

日常生活自立支援事業、成年後見制度（西部後見サポートセンター　うえるかむ）

認知症サポーター、民生委員、自治会、見守り活動を行う事業者（宅配弁当や新聞配達等）

あんしんトリピーメール、認知症行方不明者の捜索訓練等によるネットワークづくり

認知症高齢者等家族支援事業（GPS貸出し）、
見守りあんしんネットワーク事業（事前登録・反射シール）

税の控除（障がい者控除対象者認定書）

住宅改修、福祉用具の貸与や購入

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等

介護予防

集う場所（オレンジカフェ、サロン等）

小規模多機能型居宅介護

ショートステイ

ホームヘルパー

重度認知症デイケア

デイサービス、デイケア、認知症対応型デイサービス

療養
する

予

　
防

介

　
護

住
ま
い

生

　
活

　
支

　
援

通う
場所

住まいを
整える

家事や
介護の
手助け

権利を
守る

その他
の制度

地域で
見守る








