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は じ め に 

 認知症とは、老いにともなう病気の一つですが、年齢に関係なく誰もが発症する可能性

のある脳の病気で、様々な原因により脳の細胞が死んだり、働きが悪くなることで記憶・

判断力の障害などが起こり、症状が進むと社会生活や対人関係に支障をきたし、日常生活

を送るうえで何らかの支援が必要となる場面が多くなります。 

 認知症は、症状が軽いうちに気づき、適切な治療を受けることで進行を遅らせたり、場

合によっては症状を改善することもできるといわれており、さらにサポートする方々の協

力を得られるならば、住み慣れた地域で暮らし続けられる可能性が広がります。 

 砂川市では認知症について、その予防からそれぞれの段階で適切な支援やサービスを利

用することができるよう、この『認知症ささえあい手帳』を作成しました。 

 この冊子を「（自分または家族が）認知症かもしれない」と心配されている方や現在、

認知症のご家族をお世話している方に、是非ご活用していただきたいと思いますし、そう

でない方も認知症という病気を正しく理解していただくことで、認知症の方や介護するご

家族を温かく見守り、支え合う気持ちが芽生えてくると思います。 

 これからも認知症になっても住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる

地域づくりにご協力をお願いいたします。 

平成２８年３月      

砂川市市民部介護福祉課 
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 認知症とは、病気などが原因で脳細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったことにより、様々な障害が
起こり、生活や対人関係に支障をきたす状態をいいます。 
 年を重ねると誰でも、思い出したいことをすぐに思い出せなくなったり、新しいことを覚えるのが難しくな 
りますが、「認知症」は、このような「加齢によるもの忘れ」とは違います。 

認知症ってどんな病気？ 

  

 加齢によるもの忘れと認知症の違い 

加齢によるもの忘れ 
・朝食の献立を忘れるなど、体験 

 の一部を忘れる 

・もの忘れの自覚はある 

・なくした物を自分で見つけようと 

 努力する 

認知症によるもの忘れ 
・朝食をとったこと自体を忘れるなど、 

 体験自体を忘れてしまう 

・もの忘れの自覚がないことが多い 

・なくした物は誰かが盗んだなどと、他  

 人のせいにする 

  

 認知症自己かんたんチェック  

ご自分でチェックしてみましょう 

□ 財布や鍵など、物を置いた場所が分からなくなることがありますか。 

□ ５分前に聞いた話を思い出せないことがありますか。 

□ 周りの人から「いつも同じことを聞く」などと、言われることがありますか。 

□ 今日が何月何日かわからないときがありますか。 

□ 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。 

□ 同じ物を何度も買ってきたことがありますか。 

□ 些細なことで怒りっぽくなっていませんか。 

□ 料理や計算、運転のミスが多くなっていませんか。 

□ 約束の日時や場所を間違えるようになっていませんか。 

□ 電話番号を調べて、電話をかけることが難しくなっていませんか。 

上記のうち、いくつか当てはまれば、認知症の可能性があります。 

早期に発見して、診断、治療することにより、症状の進行を遅らせたり、将来
の生活に備える時間を作ることができるため、早期診断、治療はとても重要
です！！ 

まずは専門機関などに相談してみましょう。 
 相談先の詳細は・・・４ページへ 

 認知症の予防は・・・８ページへ 

 認知症をもっと知りたい方は・・・１１ページへ 
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ＭＣＩ 

（軽度認知障害） 

軽  度 

中等度 

重  度 

・人の名前が出にくい 

・最近の事が分からないことがある 

・もの忘れは多いが日常生活は自立している 

・しまい忘れや置忘れが目立つ 

・同じことを何度も話したり、聞いたりする 

・日常生活で見守りなどが必要となってくる 

・知っている場所で迷子になる 

・季節に合った服が着られない 

・日常生活で介助が必要となってくる 

・着替えや食事、トイレなどがうまくできなくなる 

・家族を認識できなくなってくる 

・日常生活で常時介護が必要となる 

認知症の進行 本人の様子（症状や行動の例） 
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  悩みや心配ごとがあれば、抱え込まずに相談してみましょう。 
  

       相   談 ステップ１ 

相談先は下記のとおりです。まずはご自分が利用しやすいところへ相談してみましょう。 

ささえあいセンター（地域包括支援センター） 市が設置する高齢者の総合相談窓口です。 

ふれあいセンター 市の保健師などが相談に応じます。 

かかりつけ医 
自分の生活や身体の状況を理解してくれる身近な
お医者さんです。 

「少し変だな」と思った時が、行動を始めるタイミングです！！ 

まずは・・・ 

 

 

  適切な診断、治療を受けることがとても重要です。下記を参考にして受診・治療しましょう。 

 

  受診の予約  

    砂川市立病院 認知症疾患医療センターにご相談ください。 
 

１ 

  診   断 

    砂川市立病院もの忘れ専門外来で診断を行います。確定診断までに３回程度の受診が 

    必要です。（入院による診断も行っています。） 

    認知症の確定診断は、精神神経科医、神経内科医、脳神経外科医などで構成する「も 

    の忘れカンファレンス」により行われます。 

  治   療 

    もの忘れ専門外来の診療情報提供書に基づき、かかりつけ医が治療を開始します。 

    （定期的な受診が必要です。） 

  定期検査   

    もの忘れ専門外来で６ヶ月から１年間ごとに定期検査を行います。 

       受診・治療 ステップ２ 

２ 

３ 

４ 
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  家族などに過度な負担がかかると適切な介護ができなくなる場合があります。 

  介護サービスなどをうまく活用し、本人や介護者の生活リズムを守りましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ※状態が軽い場合には、認定申請を行わず、利用できるサービスもあります。   

 

                                           お問い合わせ：介護保険係 ・ 介護認定係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   お問い合わせ：高齢者支援係 

       在 宅 支 援 

  要介護（要支援）認定申請 申請窓口 介護福祉課⑥番窓口 

    認定申請に必要なもの  ・要介護（要支援）認定申請書  ・被保険者証 

  認定調査 

    調査員による訪問と主治医の意見書により調査します。 

  審査判定  
    介護認定審査会で要介護（要支援）度の判定が行われます。 
         

  介護サービスの利用  

要支援１・２の方 要介護１～５の方 

ささえあいセンターへご相談ください。 

サービスを利用するため、介護予防ケア
プランを作成します。 

居宅介護支援事業所のケアマネジャーへご
相談ください。サービスを利用するため、ケア
プランを作成します。 

１ 

２ 

３ 

４ 

 介護サービス以外にも利用できるサービスがあります。 （サービスの例） 

在宅高齢者配食サービス事業 
65歳以上の高齢者等で食生活の改善が必要な方に、昼
食の宅配と声かけによる安否確認を行います。 

緊急通報装置設置事業 
在宅の病弱な高齢者や重度身体障害者を対象として、
消防署に直結した緊急通報装置を設置します。 

位置情報提供サービス利用助成事業 
認知症などにより徘徊して行方不明になったときに居場
所周辺を確認できる位置情報提供サービスに加入する
経費を助成します。 

ステップ３ 
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認知症初期集中支援チーム 

 認知症が疑われる、または初期の症状の方やその家族のため、医療・介護の 

 専門職で構成されたチームが関わり、早期受診、早期対応を支援します。    

               お問い合わせ：ささえあいセンター 

 家族が認知症かもしれません。 しかし、病院の受診や介護サービスの利用を
拒み、困っています。 

 

認知症を抱える家族の会（ひだまりの会） 

 介護経験者同士が交流会やレクリエーションを通して、介護に関する日ごろ 

 の苦労や悩み事を共感、相談したり、アドバイスを受けることができます。 

              お問い合わせ先：社会福祉協議会 

 
認知症支援ボランティア ぽっけ 

 認知症の方や家族介護者に対し、通院や買い物の付添い、話し相手や家族の 

 介護相談などのサービスを有償（600円/１時間）で行っています。 

         お問い合わせ：認知症支援ボランティア ぽっけ 

こんなことでお困りになっていませんか？ 

ＳＯＳネットワーク 
 認知症などで行方がわからなくなった高齢者等を警察、消防などの関係機関が 

 連携して見つけます。本人の行方がわからなくなった場合はすぐに警察に連絡 

 してください。 

             砂川警察署 ☎ 54-0110 または 110番 
 

 認知症の父は、散歩に行くのが趣味です。 近頃、道に迷うことが多くなって心配です。 

成年後見制度 

 認知症などで判断能力が不十分な方の日常生活を法的に支援する仕組みです。 

 詳しくは12ページをご覧ください。 

 離れて暮らす母が認知症と診断されました。今後、財産の管理などが心配です。 

－７－ 

 認知症と診断されましたが、通院の付き添いや相談できる人がいません。 



認知症は予防できる！？ 

 

 認知症の一番の危険因子は加齢で、長生きすると誰でも認知症になる可能性があります。認知
症の有病率を年齢別に見ると５歳刻みで倍増するため、発症を５年遅らせることができれば、認
知症の発症率を半分にすることができ、自立した生活を長く送り続けられる可能性が広がります。 

 認知症予防の目的 

  

 認知症の中で、多い疾病は、「アルツハイマー型認知症」と「脳血管性認知症」といわれています。 

 「アルツハイマー型認知症」は、脳内にβ（ベータ）アミロイドという老廃物が溜まることによって引き起こさ
れるといわれており、「脳血管性認知症」は、脳の血流が悪くなることにより引き起こされます。 

 β（ベータ）アミロイドが溜まったり脳の血流が悪くなる原因は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活
習慣病であり、“乱れた食生活”、“運動不足”、“喫煙”などが関係しているといわれています。 

 脳の血管を守り、血流を妨げない生活習慣が認知症の予防につながります！！ 

  

 生活習慣病が脳の老化を進める！！ 

  

 

  

 生活習慣を改め認知症を予防するために！！ 

バランスの良い食生活を心がけよう！！ 

 ・塩分、糖分、カロリーのとりすぎに注意しましょう。 

 ・野菜は１日３５０グラムをとるよう心がけましょう。 

 ・栄養価も豊富で認知症予防が期待できる青魚も食べましょう。 

タバコは吸わない！！ 

 ・喫煙は動脈硬化を進め、脳血管障害を引き起こす可能性を高めます。 

昼寝は３０分までにして良い睡眠をとろう！！ 

 ・睡眠は脳細胞や神経線維を保護、修復します。 

 ・１時間以上の昼寝は認知症になりやすいといわれています。 

 

血圧・血糖・脂質に気をつけよう！！ 

 ・家庭で測定するなど自分の血圧を知りましょう。 

 ・定期的に健診を受けて、体の状態を確認しましょう。 

深酒をしない！！ 

 ・適量は日本酒に換算して１日１合以内です。 

定期的に運動する機会をつくろう！！ 

 ・１日３０分程度の有酸素運動を週３～５日行うと効果的です。 
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 生活の様々な場面で脳を活発に働かせて暮らすことができれば、脳の機能低下を防ぐとともに
認知症になりにくくすることができます。 
 また、同じ行動を続けると脳への刺激が少なくなり、認知症予防の効果も低下しますので、
「いつもと違うことをしてみる」など工夫して様々な活動に取り組みましょう。 

 脳を活性化するためには 

 脳を活性化させる５つのキーワード 

 その１ 有酸素運動 

  ～有酸素運動で、脳の血流をよくして、脳機能を向上させるべし～ 
  ・スポーツや社交ダンス、散歩、ウォーキング、自転車、太極拳などに取り組む 

 その２ エピソード記憶  

  ～記憶した体験・出来事を忘れないように心がけるべし～ 
  ・外出して友人との交流を楽しむ 

  ・日記や家計簿などをつけることで体験した出来事を思い出す 

 その３ 注意分割力  

  ～同時に二つ以上のことに気を配りながら会話や行動をするべし～ 
  ・３～６人くらいの集団で会話する  

  ・複数の献立を同時に調理する 

 その４ 計画力・思考力  

  ～段取りや手順を考え、合理的な行動に心がけるべし～ 
  ・毎日の行動や旅行の計画などの予定を立てる 

  ・囲碁、将棋、麻雀などのゲームを楽しむ 

  ・調理の段取りなどの手順を考える 

 その５ 言語流暢性  

  ～たくさんの言葉を使い、分かりやすい文章を作ったり、話すことに心がけるべし～ 
  ・友人といろいろな話題で会話を楽しむ 

  ・俳句やクロスワードパズルなど言葉を使う趣味や活動に取り組む 

さらに効果があがる取り組みのコツ 

面白そうで、楽しくできそ
うなことを選ぶ 

 
～ストレスは脳の血流を 

         低下させる～ 

同じ活動を続けず、 

あれこれと異なることを
やってみる 
～脳は慣れると 

      効果が薄くなる～ 

ひとりで活動するより、 

仲間と楽しみながら行う 

 
～楽しく続けられ、たくさんの 

    刺激で効果が上がる～ 
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 趣味や生きがいを持ち、いきいきと生活することが脳の活性化につながります。 

 公民館、ふれあいセンター、老人クラブの活動やボランティアなどに取り組んでみませんか？ 

 人の集う場所で、様々な活動に参加しましょう！！ 

公民館グループ・サークル 

 公民館では６０以上のグループ・サークルが 

 活動しています。  

 

ふれあいセンター講座・サークル 

 現在６つの講座や多くのサークルが活動して 

 います。 

  

老人クラブ・地域サロン 

 各地域で多くの方が活動に参加しています。 

      お問い合わせ：老人クラブ連合会 

              社会福祉協議会 

 

 

  自分の健康状態を知ることがとても重要です。生活習慣病予防のためにも、定期的に健診を受け 

 ましょう！！ 

 

 健診を受けましょう！！  

体や脳の健康を守るために 

国保特定健診 
 対 象 者 ：  
  国民健康保険に加入して 

  いる２０歳～７４歳の方 

 実 施 場 所 ： 
  ふれあいセンター他 

 料   金 ： １人１，０００円 

 お問い合わせ： 
       ふれあいセンター 

後期高齢者健康診査 
 対 象 者 ：  
  後期高齢者医療保険加入者 

 実 施 場 所 ：  
  市内の医療機関 

       （市立病院を除く） 
 料   金 ： １人４００円 

 お問い合わせ： 
        ふれあいセンター 

国保以外の特定健診 
 対 象 者 ： ４０歳以上 

 

 実施内容は、加入している 

 保険者やお勤め先でご確 

 認ください。 

 

 

 ふれあいセンターでは、毎月１回、保健師・栄養士による健康相談・栄養相談を行っています。 

 相談内容や年齢に制限はありません。 血圧、体脂肪、血糖の測定もできますので、お気軽にご相談 

 ください。 

 

 市民健康・栄養相談 

ボランティアセンター  

 ボランティアを希望する方に、支援を必要とす 

 る方の情報を提供しています。 

      お問い合わせ：社会福祉協議会 
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  認知症は緩やかに進行する病気ですが、早い段階から認知症を理解し、家族や周囲の人が適切な 

 対応を行えば、進行を遅らせることが可能な場合があります。ここでは、基本的な対応をご紹介します。 

 
 

 認知症の方への接し方 

その１ 本人の気持ちに寄り添った対応を心がける 

 ～「本人に自覚がない」は大きな間違い～ 

 症状が出始めたとき、最初に気づくのは本人です。今までこなせていた仕事や家事が次第にで
きなくなり、それを誰よりも早く本人が「おかしい」と感じます。 
 「おかしい」と感じている本人の自尊心を傷つけないよう心がけましょう。 

その２ ゆっくりわかりやすく話しましょう 

 ～本人のペースに合わせる～ 

 症状が進むと理解に時間がかかり、一度に多くのことを言われると混乱してしまいます。 
 焦らせたり急がせたりしないよう心がけましょう。 

その３ さりげない支援が大切です 

 ～さりげなく、自然に手助けを～ 

 認知症になってもできることはたくさんあります。困っていることがあれば、さりげなくできないとこ
ろをお手伝いしてください。 

 
 

  市では、認知症に対する啓発活動の一環として、下記の事業に取り組んでいます。「認知症について、 

 もっと知りたい！！」という方は、ぜひ参加してみてはいかがですか？ 

 

 啓発活動の取り組み 

認知症サポーター養成講座 

 
 認知症を正しく理解し、認知症の方や家
族を見守り、支援する認知症サポーターを
養成するための講座です。 

 受講修了者には「オレンジリング」を差し
上げます。 
  

 お問い合わせ：高齢者支援係 

認知症カフェ 

 
 認知症の方や介護する家族、認知症に関
心のある方を対象にした集いの場です。 

 ささえあいセンターに配置されている認知
症地域支援推進員などの専門職員も参加
していますので、お気軽にご相談ください。 
 

お問い合わせ：高齢者支援係 

 認知症は、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症などの種類があり、症
状や治療方法はそれぞれ異なります。身近に認知症の方がいたとしたら、あなたはどう接しますか？ 
 

認知症をもっと知りたい！！ 

－１１－ 



本人の権利を守るために 

 

 認知症、知的障がい若しくは精神障がいなど、判断能力が不十分な方を法的に支援する仕組みです。 

  成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     お問い合わせ：市またはささえあいセンター 
 

            

 成年後見制度 

 

 高齢や障がいにより、日常生活の判断に不安がある方へ、福祉サービスの利用手続きや生活費の管

理、年金証書など大切な書類の保管等のお手伝いをします。 

 対         象 ： 高齢や障がいで日常生活の判断に不安がある方 

 内         容 ： 福祉サービスの利用支援、日常的な金銭や書類の保管等のお手伝いをします。 

 支   援   方   法 ： 自立生活支援専門員が作成した「生活支援計画」に基づき、 生活支援員が 

               お手伝いします。 

 利   用   料   金 ： １回（1時間程度）あたり1,200円及び交通費（実費）のほか、書類の保管等で、 

               金融機関の貸金庫などを利用する場合は別途実費が必要です。         

                                           お問い合わせ：社会福祉協議会 

 日常生活自立支援事業・金銭管理等支援事業 

 任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分の生活、療養
看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後
見契約）を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。 

  その後、本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所が選任する
任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人を代理して契約な
どを行います。 

任意後見制度 

認知症になった 

ときの財産管理が 

不安・・・ 

  法定後見制度は、本人の判断能力などに応じて、「後見」、「保佐」、
「補助」に分かれており、本人の事情に応じた制度を利用できるように
なっています。 

 家庭裁判所が本人の利益を考えながら、親族または弁護士・司法書
士などから適任者を「成年後見人等」に選任します。 

  

－１２－ 

法定後見制度 

どのような制度 

なの？ 

このように財産や権利を守ります 

財産の管理 
不動産や預貯金などの財産を
管理します。 

 

 

契約の代理や取り消し 
一人で行うことが難しい契約の
締結や、本人にとって不利益な
契約の取り消しなどを 

行います。 

介護・医療へのサポート 
要介護認定などの申請や介護
サービスの契約、医療機関との
契約を行い、安心した生活をサ
ポートします。 



 

 認知症と診断されたとき、家族や周囲の人も素直に受け入れられず、とまどったり混乱してしまうこと

があります。 

 認知症になっても、自分らしい生活を続けるためには、「何を楽しみに生活していたか」、「財産を誰

にどのように残したいか」など、家族や身近な人と話し合うとともに、自分の想いを理解して 

もらうために、「わたしの想いノート」に書き留めておくのも一つの方法です。 

 事前に備えておけば、緊急のときにも役立ちます。 

自分らしい生活を続けるために・・・ 

 

 

 

   認知症になったときばかりではなく、将来のわたしや家族のために・・・。 

  

   

 わたしの名前    
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 わたしの生まれたところ   
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 わたしの家族と緊急連絡先 
 
   

わたしの想いノート 

－１３－ 

名  前 私との関係 電 話 番 号 



 

 現在、治療している病気や既往歴 
    
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 わたしの楽しみ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 わたしの習慣 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

  
 わたしの趣味 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 わたしの好きな食べ物・飲み物    
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 わたしの苦手なこと・嫌いなこと 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

－１４－ 



 

 もし認知症になったら、どこでどんな暮らしをしたいか    
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 わたしの財産を誰にどのように残したいか    
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

 医療や介護の希望    
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
 葬儀やお墓についての希望 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

－１５－ 



 

 大切な人へのメッセージ    
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
    
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
   
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 
 
 わたしのお気に入りの写真   （      年    月    日撮影）   
    

－１６－ 



 
 関係機関・お問い合わせ先 

関係機関名 電 話 番 号 

 介護福祉課（高齢者支援係・介護保険係・介護認定係） ５４－２１２１ 

 ふれあいセンター ５２－２０００ 

 公民館 ５２－２３３９ 

 ささえあいセンター（地域包括支援センター） ５４－３０７７ 

 市立病院 認知症疾患医療センター 
        もの忘れ専門外来 

５４－２１３１ 
 ＮＰＯ法人 中空知・地域で認知症を支える会 
 （事務局：市立病院 認知症疾患医療センター） 

 社会福祉協議会 

５２－２５８８ 

 認知症を抱える家族の会（事務局：社会福祉協議会） 

 認知症支援ボランティア ぽっけ 
０８０－８２９９－０７１５ 
（事務局：照井） 

 老人クラブ連合会 ５２－３１１０ 

 砂川警察署 ５４－０１１０または１１０番 

 滝川保健所（空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室） ２４－６２０１ 

－１７－ 
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