若年性認知症
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65歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」といいます。
推定発症年齢の平均は約51歳で、働き盛りに発症する場合が多く、仕事の継続だけでなく、経済
的にも大きな影響があります。
就労中に申請できる制度や、働き方を工夫しながら仕事を続けている方もいますので、ご相談く
ださい。

【電話相談】

若年性認知症
ハンドブック

●若年性認知症コールセンター

☎0800－100－2707
月〜土

10：00〜15：00

※年末年始・祝日除く

●北海道若年性認知症の人と家族の会（北海道ひまわりの会）

☎090－8270－2010
火・水・木

10：00〜15：00

発行：認知症介護研究・
研修大府センター

※年末年始・祝日除く

診断後の生活を支える社会制度に、次のようなものがあります。
自立支援医療（精神通院医療） P.６

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患、認知症等のある人が、通院による
治療を受ける場合、医療機関や薬局で支払う医
療費の負担が軽減される制度です。

障がいの程度に応じて１級から３級までの手
帳が交付されます。障がいの程度によって、税
金の減免など、受けられる支援があります。

福祉課

福祉課

障がい福祉係

☎ ４２-２１１１

障がい福祉係

P.６

☎ ４２-２１１１

傷病手当金

障害年金

協会けんぽまたは健康保険組合に加入してい
る本人が、若年性認知症などの病気などで仕事
を休み、給与がもらえないときに、その間の生
活保障をするための現金給付制度です。

けがや病気で障がい者となった場合に、受け
取ることができます。初診日に加入している年
金により、受給できる年金が異なります。
※障がいの認定時期は、初診日から１年６か月
を経過した日、または障がいが固定した日。

加入している健康保険組合

障害基礎年金
国民年金加入者
（自営業など）

町民課 町民窓口係
☎ ４２-２１１１

障害厚生年金
厚生年金保険加入者
（会社員・公務員など）

帯広年金事務所
☎ ６５-５００１
※公務員は共済組合
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あなたのことを、どのように伝えますか
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認知症であることを周囲に伝えるのは、
あなたやご家族にとって、とても勇気のいることです。
誰に、どこまで伝えるかは、あなた自身が決めることです。
また、伝えない自由もあります。
もし、あなたにとって、信頼できる人がいたら、伝えてみてください。
きっと、あなたやご家族の力になってくれます。

家族の声

地域の声

地域みんなに
ご家族が地域の
伝えていませんが、
見守りを希望して
身近な友人に
くれたため、みんなで
伝えました。
共有しました。
自然と、声かけや
見守りが生まれて
います。

本人の声

家族の声

ご近所や、町内会・
民生委員さんに
「やりたいこと、
伝えました。
できること」を
身近な人に伝えました。 道に迷っていたとき、
地域の方が
地域のなかでも
助けてくれました。
役割を続けています。

「希望をつたえるカード」をつくりませんか？

〜あなたが望むこと伝えるカードです〜

認知症の人などが、望んでいることを安心してスムーズに行うために、外出先などで自分が使うカード
です。自分が望むことや、分かってほしいこと、お願いしたいこと、連絡先などを書いておき、必要なと
きに見せて使います。町の認知症地域支援推進員などが、ご自身に合わせたカードを一緒に作成します。
ぜひ、ご相談ください。
◇
◇
◇
◇
◇

メリ
外見から気づいてもらいにくいことを、カードで伝えられる。
ット
望みや不安、伝えたいことをわかってもらえる。
自分が忘れても、カードで確認できて安心。
言葉が出にくい場合でも、見せて伝えられる。
普段から身につけていると、緊急時（道に迷ったとき等）や災害時に役立つ。

【例】

道に迷うことがあります。
わたしが困っていたら、
家までの道を教えてくだ
さい。
高齢者福祉課
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包括支援係

☎ ３２-４５６７

私は認知症です。
セルフレジで、 支払いが
したいので、 操作方法を
教えてください。

介護保険サービス
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日常生活のなかで、困りごとや不安が出てきたら、介護保険サービスの利用を検討しま
しょう。介護保険サービスを受けたいときは、要介護認定が必要です。

お も な
サービス

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護（デイサービス）、通所リハビリ（デイケア）、
ショートステイ、小規模多機能型居宅介護、グループホーム、特別養護老人ホーム、介護老
人保健施設、福祉用具貸与、住宅改修など
※介護度により利用できるサービスは異なります。
※詳しい内容は「高齢者のための保健福祉ガイド」をご覧いただくか、下記までご相談くだ
さい。

かかりつけ医の氏名、医療機関名、住所、電話番号、直近の受診日などを確認して
おくと、申請がスムーズです。申請は、本人のほか家族でもできます。
【申請先】対象者の居住する地域を担当する地域包括支援センター（冊子裏）

▲申請書

自宅で

●訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、健康管理を行います。
●訪問介護
ヘルパーが訪問し、食事・排せつなどの身体介護や、掃除などの生活援助を行います。

通

●通所介護（デイサービス）
通所介護施設で、日帰りで入浴や食事の提供、日常生活上の介護などを受けます。
●通所リハビリテーション（デイケア）
病院や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリを受けます。
●認知症対応型通所介護
認知症の特性に配慮した小規模のデイサービスです。

う

泊まる

●短期入所生活（療養）介護の利用（ショートステイ）
短期間、介護老人保健施設などに入所し、介護やリハビリをうけます。

●認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

要支援２以上

認知症の人が、少人数で共同生活をしながら、家
庭的な雰囲気の中で、介護や機能訓練を受けます。

●介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

●介護老人保健施設

要介護１以上

病状が安定し、リハビリテーションや看護・介護が
必要な人が入所し、在宅を目指して介護や機能訓練
を受けます。

要介護３以上

常に介護が必要で、在宅生活が難しい人が入所し、
日常生活の介助などを受けます。
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一般福祉サービス

介護保険以外で利用できる在宅サービスです。各サービスを利用するためには、条件があります
ので、「高齢者のための保健福祉ガイド」をご覧いただくか、各問合せ先にご相談ください。

配食サービス

ごみサポート収集事業

高齢者や障がい者世帯を対象に、夕食を配達
し、栄養状態の維持や安否確認を行います。
１食５００円、配達：月〜土曜日

家庭ごみの排出が困難な高齢者や障がい者の
ごみ出しの負担を軽減するため、職員が直接自
宅を訪問し、ごみを収集します。

高齢者福祉課 高齢者福祉係 ☎ ３２-４５６７

環境生活課

お元気コール

緊急通報装置の設置・貸与

70歳以上のひとり暮らしの人を対象に、月１
回電話をかけ、安否確認や相談などを行います。
介護保険サービスや配食サービス利用中、入院
中、施設入所の人は対象外です。

ひとり暮らしの高齢者などが、緊急に助けを
求めたいときに、ボタンなどを押せば自動的に
コールセンターなどに通報できる装置を設置・
貸与します。

高齢者福祉課 高齢者福祉係 ☎ ３２-４５６７

高齢者福祉課 高齢者福祉係 ☎ ３２-４５６７

救急医療情報キット

未帰宅高齢者感知器の貸与

ひとり暮らしの高齢者や障がいの
ある人を対象に、救急医療キットを
希望者に無料で配布します。

本人が感知器（GPS）を携帯し、行方が分か
らなくなった場合に位置情報を確認して、早期
発見に役立てます。

福祉課 福祉係 ☎ ４２-２１１１
高齢者福祉課 高齢者福祉係 ☎ ３２-４５６７

高齢者福祉課 高齢者福祉係 ☎ ３２-４５６７
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環境生活係

☎ ４２-２１１１

認知症と生活習慣の関係

世界保健機関（WHO）は2019年に「認知機能低下および認知症のリスク低減」のためのガイドラ
インを公表し、不活発な生活習慣、喫煙、不健康な食事、過剰な飲酒などの生活習慣に関連する因子や、
高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、抑うつなど一定の病態などが、認知機能の低下や認知症と関
連することを示しています。

13

生活習慣の改善

心身の管理

●定期的な運動
●健康的な食生活
●禁煙
●過度な飲酒を控える

●体重
●高血圧
●糖尿病
●脂質異常症
●うつ
●聴力

●知的活動
●社会的活動
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予防と健康づくり

通所型介護予防事業すまいる
65歳以上で、基本チェックリストで確認し事業対象と判定した人、または要支援認定者が対象です。
運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上、閉じこもり・うつ・認知症予防などを行う教室です。（昼食付。
送迎・入浴は希望者）
高齢者福祉課

包括支援係

☎ ３２-４５６７

あすなろクラブ

まる元運動教室

運動機能の維持・向上とともに、脳トレーニン
グや介護予防の講話などを通して、より元気に
過ごすための教室です。週１回、６か月間のプ
ログラムです。

健康運動指導士の資格を持った専門家と運動を
行い、頭と体を元気にします。週１回、運動１
時間、通年で実施している教室です。

健康推進課

健康推進課

健康推進係

☎ ４２-２７１２

健康推進係

☎ ４２-２７１２

体力・認知力測定会
65歳以上の健康づくりを支援するため、年１回運動機能と認知機能の測定会を行います。ご自身の頭と
体の状態を知り、健康づくりに役立てることができます。※日程は広報でお知らせします。
血圧、身体測定、問診、体力測定（柔軟性、握力、歩行速度など）、認知力テスト（タッチパネル）
健康推進課

健康推進係

☎ ４２-２７１２

健康相談・栄養相談（相談日あり・予約制）
保健師・栄養士による相談です。相談の前日までの予約が必要ですので、ご連絡ください。
＜相談内容＞
健康推進課

健診結果の見方、体の状態に合わせた食事のアドバイスなど
健康推進係

☎ ４２-２７１２

「健康状態」や「体質（家族歴）」は、一人ひとり違います。
健診を受けて自分に合った取組み（食生活、運動など）を
見つけましょう。
特定健診などの各種健診に関する申込み・問合せ
健康推進課 健康推進係 ☎ ４２-２７１２

健診の情報

＊おとふけいきいき体操でフレイル予防＊
理学療法士監修。自宅で行える簡単で効果的
な運動です。
自宅や地域交流サロンでの運動に活用されて
います。
DVD配布先

高齢者福祉課

包括支援係

音更町高齢者福祉課
Youtubeチャンネル

音更町ホームページ
いきいき体操

☎ ３２-４５６７
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