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東伊豆町認知症ケアパス

支えあい
マップ

2. 先生に相談したいことや連絡したいことがありましたら記入ください。

⃞ 些細なことで怒りっぽくなった。

⃞ 周りへの気遣いがなくなり頑固になった。

⃞ 一人になったり、些細なことをきっかけに心配したり寂しがったりする。

⃞ 「頭が変になった」と本人が訴える。

⃞ 身だしなみを構わなくなった。

⃞ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。

⃞ ふさぎ込んで何をするのも億劫がるようになった。

⃞ その他（具体的な状況を下記に記入）



1 2

老化によるもの忘れ 認知症のもの忘れ
体験の全体を忘れる

もの忘れの自覚がない

探し物を誰かが盗った
ということがある

見当識障害がみられる

しばしば作話がみられる

日常生活に支障をきたす

進行性である

体験の一部分を忘れる

もの忘れの自覚がある

探し物を努力して
見つけようとする

見当識障害はみられない

作話はみられない

日常生活に支障はない

きわめて徐々にしか進行しない

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。

■アルツハイマー病

■その他

■レビー小体病

■脳血管障害

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

はじめに

認知症とはどんな病気でしょうか？

認知症と物忘れのちがい

認知症が気になったら・・・
複数の項目に当てはまるようでしたら、
かかりつけ医や地域包括支援センターへ
ご相談ください。

　最近「認知症」という言葉を耳にすることが多くなりましたが、皆さんは「認知症」をどの
位理解しているでしょうか？
　認知症は誰でもかかる可能性のある頭の病気で、2025年（令和７年）には65歳以上の５人
に１人が認知症になるといわれています（平成27年１月厚生労働省調査より）。
　しかし、早めに気付き、適切な診断と治療を受けることにより、病気の進行を遅らせ、健康
な時間を長く保つことも可能です。また、早期に地域の支援や介護サービスを利用することに
より、本人が住み慣れた東伊豆町で、自分らしく生活することが可能になります。
　東伊豆町では、認知症に関する様々な取り組みを行っています。ご自身や、ご家族の５年後、
10年後のためにもこの「あんしん支えあいマップ」を活用ください。

「平成２9年度版高齢社会白書」より

★認知症高齢者の数は約602万人!（65歳以上の約６人に１人）
★認知症予備軍の人を合わせると約862万人!
★2025（令和７）年には認知症の人は約700万人となる!（65歳以上の５人に１人）

　認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったために様々
な障害が起こり、生活する上で支障が出ている状態を指します。

3、4 ページ

「ひょっとしたら認知症かも…」
と思ったらやってみましょう!
自分でできる認知症の
気づきチェックリスト

70
20

認知症の原因となる病気

記憶障害のみがみられる
人の名前を思い出せない

度忘れが目立つ

記憶障害に加えて判断の
障害や実行機能障害がある
（料理・家事などの段取りが

わからなくなるなど）
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3 4

最もあてはまるところに○をつけてください 最もあてはまるところに○をつけてください

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

まったくない

1点 2点 3点 4点

ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

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

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

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

預金の出し入れ
や、家賃や公共
料金の支払いは
一人でできますか

一人で買い物に
行けますか

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

自分で掃除機や
ほうきを使って
掃除ができますか 　

電話番号を調べて、
電話をかけること
ができますか

※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。 
※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。
　お近くの医療機関や相談機関に相談してみましょう。 

チェックしたら、 ①から⑩の合計を計算 ➡ 合計点　　　　　点

自分でできる
認知症の気づきチェックリスト

「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!

「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

※ご家族や身近な人がチェックすることもできます出典：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26年5月発行）

チェック①

チェック②

チェック③

チェック④

チェック⑤

問題なくできる

1点 2点 3点 4点

だいたいできる あまりできない できない

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 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

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 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

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 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

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 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

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

チェック⑥

チェック⑦

チェック⑧

チェック⑨

チェック⑩
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変化が起き始めた時期
（発症した時期）

暮らしにくさが増えていく時期
（症状が多発する時期）

生きていく困難が増えていく時期
（身体面の障害が複合する時期）

相　談

介護予防居場所

安否確認見守り

生活支援

医　療

権利を守る

家族支援

介護予防教室　介護予防サポーター「はあと」　支え合う東伊豆

介護保険サービス生活支援ヘルパー派遣事業

ふれあいいきいきサロン　　　生きがいデイサービス　　　　 あじさいクラブ（老人クラブ）活動　　　「共に」「生きる」カフェ ニューサマーカフェ

あんしん見守りネットワーク　　あんしん見守りステッカー
配食サービス

配食サービス

介護保険サービス

かかりつけ医　 認知症初期集中支援チーム 認知症疾患医療センター
かかりつけ医
かかりつけ歯科　　かかりつけ薬局　　リハビリ

日常生活自立支援事業 成年後見制度　　成年後見制度利用支援事業
法律相談

「共に」「生きる」カフェ ニューサマーカフェ　　健康相談
認知症コールセンター　　若年性認知症コールセンター

支
え
と
な
っ
て
い
る
資
源

●「お金が無くなった」と言われた時
●言葉が出にくくなった
●同じ話を繰り返す
●毎年一人で行えていた確定申告の書類作成ができなくなった
●繰り返す交通違反に警察より運転免許証の返納を求められたとき
●毎日行っていた夫の命日にお墓参りに行くと言わなくなった時
●冷蔵庫の中が物でいっぱいになった
●忘れることは多いが日常生活は自立

●「物忘れが出てきて不安」
●「まさか認知症にはならないだろう」
●「これから自分がどうなっていくのだろう・・・」
●「いつまでも元気で住み慣れた自宅で生活したい」
●「他人の世話にはなりたくない」
●「認知症とは思っていない」
●「覚悟はしていたが、ついに来たか・・・」
●「俺はそんなに忘れん坊かな？」

●「やっぱりか・・・」
●「不安、さみしさ、受け入れができない」
●「認知症とはどういうものなのか? どこに相談したらいいのか?」
●「まさか父が認知症になるとは…。 先のことと思っていたので、
　とてもショックだった」
●「対応の仕方をもう少し教えてもらいたかった。テレビ等の情報が
　わかりやすかった」

●金銭や貴重品が自分で扱えなくなる
●物のしまい場所が分からなくなる
●物盗られ妄想や被害妄想が出る
●着替えや食事、トイレがうまくできなくなる
●徘徊をすることが多くなり、 家に戻れなくなる
●物忘れが進んでいる
●正常な会話ができない

●「専門医がどこにあるのか知りたい」

●「症状や行動への対応方法について詳しく知りたい」

●「本人の外出や社会参加のできる機会が欲しい」

●「自分で介護ができるか不安」

●「言葉がけがこれで良いのか不安だったので、情報が欲し
　かった」

●「まだまだ自分でできることが多いので、周りの力を借りな
　がら自宅で生活したい」
●「周囲に迷惑を掛けることもあるかも知れないが、少しヒン
　トをもらえれば、 問題なくできることも多い」
●「ちょっと外を歩いてしまうかも知れないけど、 さりげなく
　見守ってもらい、帰り道が分からなくなったら助けて欲しい」
●「社会の一員として人の役に立ちたい」

認知症コールセンター　　若年性認知症コールセンター
地域包括支援センター　  民生委員　  ケアマネージャー　　　障害者就業・生活支援センター

●表情が乏しい
●尿や便の失禁がある
●自分のことが自分で決めることができない
●ほぼ寝たきりの状態となる
●家族の顔や名前が分からなくなる
●使え慣れた道具が使えなくなる

●「自分で何をどうしたら良いのか分からず不安だ」
●「生活面の意欲がなくなってきた」
●「ごはんが食べたい」
●「オムツをしたくない」
●「これからどうなるのだろう…」
●「病院や施設でなく、 可能な限り自宅で生活を送りたい」

●「関わり方が分からない。 専門家の力を借りたい」

●「介護が大変で自分の時間が持てない」

●「介護ストレスで夜も寝ることができない」

●「手が出そうになる」

●「これから介護サービスや、 医療、 施設等どれだけお金が
　掛かるのか不安」

本人の気持ち

家族の気持ち

症状の特徴
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知
症
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進
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と
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行
に
合
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た
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地域の身近な相談機関

コラム

地域包括支援センターへ
お気軽に
ご相談ください!高齢者の生活、

介護に関する相談は、

コラム

消費者トラブルの相談

介護保険サービス

車の運転に関する相談

地域の民生委員

社会福祉協議会（通称「社協」）

就労や所得についての相談

賀茂広域消費生活センター　☎0558－24－2299

静岡県警察 高齢運転者支援ホットライン
☎054－250－2525

健康づくり課介護係　☎0557－９５－1124

東伊豆町社会福祉協議会　☎0557－95－1294

賀茂障害者就業・生活支援センターわ
☎0558－22－5715

41名の民生委員、主任児童委員が「地域の相談
役」として活動しています。
担当地区の民生委員が知りたい方は、住民福祉課
福祉係（☎0557－95－6204）までお電話くださ
い。

「地域包括支援センター」は東伊豆町の高齢者の総合相談窓口です。
町民が住み慣れた自宅や地域で生活できるよう、社会福祉士、看護師、
主任介護支援専門員の資格を持った職員が様々なサービスの紹介や相
談に応じたり、関係機関との連絡、調整を行い、支援しています。

介護保険制度は、日常生活において手助けが必要
となっても安心して生活が送れるように、介護を必
要とする人を社会全体で支えるしくみです。利用で
きるサービスや、手続き、認定審査等が必要なた
め、まずはご相談ください。

地域の福祉や支え合い活動の旗振り役として、地
域のサロン活動やボランティア活動等を推進してい
ます。

働き盛りの年代（64歳以下）の方が認知症の診断
を受けた場合、これからの仕事や生活をどのよう
なものにしていくかが課題となります。
就労の継続や業務内容の変更にかかる会社との調
整、新規就労支援、また経済的な保障や福祉制度
の利用についてもお気軽にご相談ください。

近年社会問題となっている車の運転ですが、高齢
ドライバーの方については、検査や講習の受講など
のルールが設けられました。運転について不安を感
じている場合や、免許の自主返納を検討している
場合はご相談ください。

専門の消費生活相談員が、電話や面談で訪問販売
や通信販売などにの消費者トラブルに関する相談に
応じ、問題解決のための助言や事業者との交渉を
行います。
困ったこと、不安に思ったことがありましたらお気
軽にご相談ください。

東伊豆町地域包括支援センター（通称「包括」）とは

行政機関

名　　称 住　所 電話番号（0557） 担当業務

名　　　称 担当区域 住　所 電話番号（0557）

介護予防や健康づくりに関す
る教室の実施や相談等

健康や病気、栄養についての
相談等

福祉サービス利用の相談、
各種手帳の申請等

介護サービスの利用、要介護
認定の申請に関する相談等健康づくり課介護係

住民福祉課福祉係

保健福祉センター

健康づくり課健康増進係

東伊豆町地域包括支援センター
（認知初期集中支援相談窓口）

稲取3354

稲取3354

白田３０６

白田３０６

町内全域 稲取3354 95－1106

95－1124

95－6204

22－2300

22－6100
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医　療　機　関東伊豆町の支援の取り組み

かかりつけ医

認知症の正しい知識や関わり方を学びましょう!
「認知症サポーター養成講座」

時間内出入り自由の「地域交流の場」
「共に」「生きる」カフェ
ニューサマーカフェ

安心して外出できる町づくりのためにご協力ください
「高齢者声掛け訓練」
「あんしん見守りステッカー」

認知症疾患医療センター

かかりつけ歯科

リハビリ専門職
（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

かかりつけ薬局

訪問介護

お問い合わせは 地域包括支援センター　☎0557－95－1106まで

コラム

認知症を早期に発見するためには、定期受診が大
切です。通院できないときは往診のできる医療機
関もありますので、かかりつけ医に相談しましょう。

認知症の症状や関わり方を正しく理解し、認知症の方や、
その家族を地域でさりげなく見守るための勉強会を、地域
の団体や企業、学校等に出向き開催しています。興味のあ
る方はお問い合わせください。

誰もが気軽に参加できる出入り自由の「共生型」のカフェ
です。
毎月第１木曜日に稲取のいきいきセンター、第４木曜日に
奈良本公民館にて開催しています。
ご本人、ご家族の相談も行っていますので、お気軽にご参
加ください。

徘徊行方不明時の早期発見、保護を目的に、捜索活動を
87箇所の民間事業者に依頼し実施しています。事前登録
制で、登録された方には靴の後ろに貼る「あんしん見守り
ステッカー」を配布しています。
徘徊行方不明が心配なご家族の方は、是非ご相談ください。ス
テッカーを貼った方を見かけたら、見守りとやさしい声掛けを行
うと共に、明確な返事が得られない場合は、地域包括支援セン
ター又は下田警察署（☎0558－27－0110）に連絡してください。
毎年10月に町民やあんしん見守りネットワーク協力事業者を対象
に声の掛け方や対応方法を学ぶための訓練を開催しています。

認知症の鑑別診断や専門医療相談、医療機関等の
紹介、地域の保健、医療、介護関係者との連携や
研修等を行う県指定の専門機関です。

元気なうちから口の健康を守ることは、食生活や
認知機能の低下を防止することにもつながりますの
で、かかりつけ歯科に相談しましょう。

身体機能や生活行為の向上、摂食、嚥下機能の向
上を目的とした訓練や指導を行っています。

薬の飲み方、飲み合わせ等薬に関することは、か
かりつけ薬局に相談しましょう。

かかりつけの病院と連携し、定期的な健康チェック
や服薬の管理、ご本人やご家族の相談も行ってい
ます。

東伊豆薬業組合　☎95－2107 （トミタ薬局）

康心会伊豆東部病院　 ☎95－1151
訪問看護ステーションどりいむ　☎23－2217
愛菜花訪問看護ステーション　☎52－6039

詳しくは「認知症の診療を行っている医療機関一覧
（１1ページ）をご覧ください。

ふれあい南伊豆ホスピタル（南伊豆町青市848）
☎0558-62-1461

熱川温泉病院　☎23-0843
康心会伊豆東部病院　 ☎95-1151

※東伊豆町では平成20年度より認知症サポーターの養成に
取り組み、令和４年３月までに3,697名の認知症サポ－
ターを養成し、地域や、企業、学校等で活躍しています。
人口に占める認知症サポーターの割合は31.5%と県下１位
になっています。（令和３年12月時点）

活用ください!
参加ください! 
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「認知症サポーター養成講座」

時間内出入り自由の「地域交流の場」
「共に」「生きる」カフェ
ニューサマーカフェ

安心して外出できる町づくりのためにご協力ください
「高齢者声掛け訓練」
「あんしん見守りステッカー」

認知症疾患医療センター

かかりつけ歯科

リハビリ専門職
（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

かかりつけ薬局

訪問介護

お問い合わせは 地域包括支援センター　☎0557－95－1106まで

コラム

認知症を早期に発見するためには、定期受診が大
切です。通院できないときは往診のできる医療機
関もありますので、かかりつけ医に相談しましょう。

認知症の症状や関わり方を正しく理解し、認知症の方や、
その家族を地域でさりげなく見守るための勉強会を、地域
の団体や企業、学校等に出向き開催しています。興味のあ
る方はお問い合わせください。

誰もが気軽に参加できる出入り自由の「共生型」のカフェ
です。
毎月第１木曜日に稲取のいきいきセンター、第４木曜日に
奈良本公民館にて開催しています。
ご本人、ご家族の相談も行っていますので、お気軽にご参
加ください。

徘徊行方不明時の早期発見、保護を目的に、捜索活動を
87箇所の民間事業者に依頼し実施しています。事前登録
制で、登録された方には靴の後ろに貼る「あんしん見守り
ステッカー」を配布しています。
徘徊行方不明が心配なご家族の方は、是非ご相談ください。ス
テッカーを貼った方を見かけたら、見守りとやさしい声掛けを行
うと共に、明確な返事が得られない場合は、地域包括支援セン
ター又は下田警察署（☎0558－27－0110）に連絡してください。
毎年10月に町民やあんしん見守りネットワーク協力事業者を対象
に声の掛け方や対応方法を学ぶための訓練を開催しています。

認知症の鑑別診断や専門医療相談、医療機関等の
紹介、地域の保健、医療、介護関係者との連携や
研修等を行う県指定の専門機関です。

元気なうちから口の健康を守ることは、食生活や
認知機能の低下を防止することにもつながりますの
で、かかりつけ歯科に相談しましょう。

身体機能や生活行為の向上、摂食、嚥下機能の向
上を目的とした訓練や指導を行っています。

薬の飲み方、飲み合わせ等薬に関することは、か
かりつけ薬局に相談しましょう。

かかりつけの病院と連携し、定期的な健康チェック
や服薬の管理、ご本人やご家族の相談も行ってい
ます。

東伊豆薬業組合　☎95－2107 （トミタ薬局）

康心会伊豆東部病院　 ☎95－1151
訪問看護ステーションどりいむ　☎23－2217
愛菜花訪問看護ステーション　☎52－6039

詳しくは「認知症の診療を行っている医療機関一覧
（１1ページ）をご覧ください。

ふれあい南伊豆ホスピタル（南伊豆町青市848）
☎0558-62-1461

熱川温泉病院　☎23-0843
康心会伊豆東部病院　 ☎95-1151

※東伊豆町では平成20年度より認知症サポーターの養成に
取り組み、令和４年３月までに3,697名の認知症サポ－
ターを養成し、地域や、企業、学校等で活躍しています。
人口に占める認知症サポーターの割合は31.5%と県下１位
になっています。（令和３年12月時点）

活用ください!
参加ください! 
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地域の支えあいに関する東伊豆町の取り組み

介護予防教室 ふれあいいきいきサロン

趣味講座

配食サービス

あじさいクラブ（老人クラブ）活動

生きがいデイサービス

健康相談

コラム

いつまでも元気で生活できるように、運動機能向
上、口腔機能向上、認知症予防を目的とした教室
を開催しています。開催時期が異なりますので、詳
細はお問い合わせください。

地域の高齢者の閉じこもりの防止と、地域住民相
互の支え合いのためのサロンを、大川、北川、奈
良本、片瀬、湯ヶ岡、白田浜、稲取の７地区で開
催しています。お気軽にご参加ください。

囲碁、陶芸、ストレッチ、男の料理、アートフラワー、
パン粘土、ストレッチステップアップ、ちぎり絵、ゆ
るゆる倶楽部　各種趣味活動を行っています。

単身世帯、高齢者夫婦世帯等の食生活の維持、向
上と、安否確認を目的に実施しています。

高齢者同士のつながり作り、支え合いのための各
種活動を行なっています。

日中外出の機会が少ない方を対象に、生きがい発
見、体力づくり、仲間づくりを目的としたサービス
を提供しています。

保健師が訪問し、健康や日常生活に関する相談や
アドバイスを行います。

社会福祉協議会　☎22－1294

保健福祉センター　☎22－2300

住民福祉課福祉係　☎95－6204

地域包括支援センター　☎95－1106 社会福祉協議会　☎22－1294

社会福祉協議会　☎22－1294

住民福祉課福祉係　☎95－6204

◆専門的な診断（MRI等画像検査等）が可能な医療機関
医療機関名 担当診療科 住　　所 電話番号

医療機関名 担当診療科 住　　所 電話番号

◆簡易な検査（長谷川式、MMSE等）であれば可能な医療機関

◆専門的な診断（MRI等画像検査等）が可能な医療機関

◆簡易な検査（長谷川式、MMSE等）であれば可能な医療機関

◆診察は行うが、専門医療機関を紹介している医療機関

◆診察は行うが、専門医療機関を紹介している医療機関

 認知症の診療を行っている医療機関一覧（東伊豆・河津・下田地区）

認知症の診療を行っている医療機関一覧（伊東市）

0557－95－1151
0558－34－1123
0558－25－2525
0558－23－8820
0558－27－0001
0558－62－1461

康心会伊豆東部病院
伊豆今井浜病院
下田メディカルセンター
上の山鎮目クリニック
佐倉医院
ふれあい南伊豆ホスピタル

内科、神経内科、循環器科
内科
脳神経外科
脳神経外科
内科、神経科
精神科

東伊豆町稲取17－2
河津町見高178
下田市6丁目4－10
下田市柿崎432－１
下田市旧岡方村７１４－７
南伊豆町青市848

0557－23－0843
0557－23－2295
0558－32－2766
0558－32－0551

熱川温泉病院
豊寿園温泉医院
かわづクリニック
佐藤医院

内科
内科、循環器科、整形外科
内科
内科、外科、整形外科

東伊豆町白田４２４
東伊豆町奈良本１４０５
河津町笹原３０１－２
河津町浜１８３－５

0557－37－2626
0557－36－9113

伊東市民病院
阿部脳神経外科医院

内科、神経内科、心療内科
脳神経外科

伊東市岡１９６－１
伊東市玖須美元和田727－128

0557－55－3322
0557－35－0431
0557－36－2851
0557－45－4811

たかやなぎ整形外科
横山医院
長谷川胃腸科内科医院
たちばなメディカルクリニック

内科、循環器科、整形外科
内科
内科、消化器内科
内科

伊東市八幡野1191－6
伊東市和田1－4－20
伊東市桜木町1－3－16
伊東市川奈1255－335

0557－33－1200
0557－53－5000
0558－32－0264
0557－53－0707
0557－45－5515
0557－38－2111
0557－45－5000
0557－55－7622
0557－32－3810
0557－35－2000
0557－38－1294
0557－36－0322
0557－32－0362
0557－47－5566
0557－48－9035

メディカルはば伊豆高原
はあとふる内科泌尿器科伊豆高原
伊豆高原クリニック
やまもプラザファミリークリニック
青木クリニック
高野医院
はあとふる内科泌尿器科川奈
伊東ヘルスサポートクリニック
おおたか内科クリニック
藤井クリニック
伊東つくしクリニック
なぎさクリニック
たかやす医院
山本医院
稲葉医院

内科、外科
内科
内科
内科
脳神経外科
内科
内科
内科
内科
内科
精神科、心療内科
精神科、心療内科
内科
内科
内科

伊東市富戸１３１７－４１１７
伊東市八幡野９４７－６５１
伊東市八幡野989－89 鎌倉屋ビル2階
伊東市八幡野１１８３
伊東市吉田１１６－２
伊東市荻３９８－３１
伊東市川奈1225－231
伊東市玖須美元和田720－143 デュオ１階
伊東市桜ガ丘１－１－２６
伊東市銀座元町６－１９
伊東市湯川１－１４－１３－２F
伊東市湯川1－18－11 村上ビル4階
伊東市東松原町１６－３
伊東市宇佐美1981－１２
伊東市宇佐美1650

0557－23－0543
0558－35－7231
0558－28－3111
0558－22－3210
0558－22－2128
0558－27－3700
0558－22－2562
0558－23－2300

熱川クリニック
河津浜病院
いなずさ診療所
小川クリニック
菊池医院
しらはまクリニック
鈴木クリニック
ひがしなかクリニック

内科、整形外科
精神科
内科
内科
内科
内科、消化器内科、整形外科
内科
内科

東伊豆町片瀬402－１
河津町川津筏場1512－７
下田市箕作385－４
下田市蓮台寺１８０－１４
下田市１丁目１８－20
下田市白浜1528－２
下田市河内277－8
下田市東中６－３
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配食サービス

あじさいクラブ（老人クラブ）活動

生きがいデイサービス

健康相談

コラム

いつまでも元気で生活できるように、運動機能向
上、口腔機能向上、認知症予防を目的とした教室
を開催しています。開催時期が異なりますので、詳
細はお問い合わせください。

地域の高齢者の閉じこもりの防止と、地域住民相
互の支え合いのためのサロンを、大川、北川、奈
良本、片瀬、湯ヶ岡、白田浜、稲取の７地区で開
催しています。お気軽にご参加ください。

囲碁、陶芸、ストレッチ、男の料理、アートフラワー、
パン粘土、ストレッチステップアップ、ちぎり絵、ゆ
るゆる倶楽部　各種趣味活動を行っています。

単身世帯、高齢者夫婦世帯等の食生活の維持、向
上と、安否確認を目的に実施しています。

高齢者同士のつながり作り、支え合いのための各
種活動を行なっています。

日中外出の機会が少ない方を対象に、生きがい発
見、体力づくり、仲間づくりを目的としたサービス
を提供しています。

保健師が訪問し、健康や日常生活に関する相談や
アドバイスを行います。

社会福祉協議会　☎22－1294

保健福祉センター　☎22－2300

住民福祉課福祉係　☎95－6204
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◆専門的な診断（MRI等画像検査等）が可能な医療機関
医療機関名 担当診療科 住　　所 電話番号

医療機関名 担当診療科 住　　所 電話番号

◆簡易な検査（長谷川式、MMSE等）であれば可能な医療機関

◆専門的な診断（MRI等画像検査等）が可能な医療機関
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東伊豆町稲取17－2
河津町見高178
下田市6丁目4－10
下田市柿崎432－１
下田市旧岡方村７１４－７
南伊豆町青市848

0557－23－0843
0557－23－2295
0558－32－2766
0558－32－0551

熱川温泉病院
豊寿園温泉医院
かわづクリニック
佐藤医院

内科
内科、循環器科、整形外科
内科
内科、外科、整形外科

東伊豆町白田４２４
東伊豆町奈良本１４０５
河津町笹原３０１－２
河津町浜１８３－５

0557－37－2626
0557－36－9113

伊東市民病院
阿部脳神経外科医院

内科、神経内科、心療内科
脳神経外科

伊東市岡１９６－１
伊東市玖須美元和田727－128

0557－55－3322
0557－35－0431
0557－36－2851
0557－45－4811

たかやなぎ整形外科
横山医院
長谷川胃腸科内科医院
たちばなメディカルクリニック

内科、循環器科、整形外科
内科
内科、消化器内科
内科

伊東市八幡野1191－6
伊東市和田1－4－20
伊東市桜木町1－3－16
伊東市川奈1255－335

0557－33－1200
0557－53－5000
0558－32－0264
0557－53－0707
0557－45－5515
0557－38－2111
0557－45－5000
0557－55－7622
0557－32－3810
0557－35－2000
0557－38－1294
0557－36－0322
0557－32－0362
0557－47－5566
0557－48－9035

メディカルはば伊豆高原
はあとふる内科泌尿器科伊豆高原
伊豆高原クリニック
やまもプラザファミリークリニック
青木クリニック
高野医院
はあとふる内科泌尿器科川奈
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藤井クリニック
伊東つくしクリニック
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たかやす医院
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内科、外科
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脳神経外科
内科
内科
内科
内科
内科
精神科、心療内科
精神科、心療内科
内科
内科
内科

伊東市富戸１３１７－４１１７
伊東市八幡野９４７－６５１
伊東市八幡野989－89 鎌倉屋ビル2階
伊東市八幡野１１８３
伊東市吉田１１６－２
伊東市荻３９８－３１
伊東市川奈1225－231
伊東市玖須美元和田720－143 デュオ１階
伊東市桜ガ丘１－１－２６
伊東市銀座元町６－１９
伊東市湯川１－１４－１３－２F
伊東市湯川1－18－11 村上ビル4階
伊東市東松原町１６－３
伊東市宇佐美1981－１２
伊東市宇佐美1650

0557－23－0543
0558－35－7231
0558－28－3111
0558－22－3210
0558－22－2128
0558－27－3700
0558－22－2562
0558－23－2300

熱川クリニック
河津浜病院
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内科、整形外科
精神科
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内科
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内科、消化器内科、整形外科
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内科

東伊豆町片瀬402－１
河津町川津筏場1512－７
下田市箕作385－４
下田市蓮台寺１８０－１４
下田市１丁目１８－20
下田市白浜1528－２
下田市河内277－8
下田市東中６－３



東伊豆町書式

裏面もあります

⃞ かかってきた電話の相手の名前を忘れる。

⃞ 同じことを何度も言ったり、聞いたりする。

⃞ 物を置いたりしまったりした場所を忘れ、いつも探し物をしている。

⃞ 財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う。

⃞ 約束の日時や場所を間違えるようになった。

⃞ お金の支払いや預貯金の引き落としが上手くいかなくなった。

⃞ 薬の飲み忘れ、飲み間違いがある。

⃞ 話のつじつまが合わない。

⃞ テレビ番組の内容が理解できなくなった。

⃞ 慣れた道でも迷うことがある。

⃞ 徘徊や目的のわからない行動が目立つ。

⃞ 夜眠らず、家の中を動きまわる。

記入の上、医療機関の受付（伊東市民病院は受付奥の「総合案内」）に提出してください

本　人　氏　名

記 入 者 氏 名 電　　話

記 入 者 内 訳
⃞ 家族　　⃞ ケアマネージャー　　⃞ 地域包括支援センター

令 和 年 月 日 診療科名 科

⃞ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

次回受診予定日

認知症相談チェックシート

1. 最近のご本人の様子について、当てはまるもの 点を付けてください。

「東伊豆町あんしん支えあいマップ」に対するお問い合わせ

東伊豆町健康づくり課

地域の相談・支援機関

債務整理、相続問題、犯罪被害等の無料法律相談
や、費用の援助制度もありますので、お気軽にご相
談ください。

医療や介護だけでなく、生活、就労支援といった
65歳未満で発症した若年性認知症の本人や家族等
の相談にのっています。

法律相談

「認知症家族の会静岡県支部」の会員が、認知症
の方や介護されている家族等の相談にのっていま
す。

認知症コールセンター

若年性認知症相談窓口

静岡家庭裁判所下田支部 ☎0558－22－0161
地域包括支援センター ☎0557－95－1106

成年後見制度
成年後見制度利用支援事業

医療・福祉・司法
なんでもかんでも相談会

法テラス下田法律事務所 ☎050－3383－0024
静岡県司法書士会 ☎054－289－3700

静岡市清水医師会相談室 ☎054－344－0550

☎054－252－9881（毎週月・水・金　9時～16時）

☎0545－64－9042（毎週月・木・土  10時～15時）

電　話：0557－95－1124（直通）
　　　　0557－95－1100（代表）
E-mail：kenkou@town.higashiizu.lg.jp
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東伊豆町認知症ケアパス

支えあい
マップ

2. 先生に相談したいことや連絡したいことがありましたら記入ください。

⃞ 些細なことで怒りっぽくなった。

⃞ 周りへの気遣いがなくなり頑固になった。

⃞ 一人になったり、些細なことをきっかけに心配したり寂しがったりする。

⃞ 「頭が変になった」と本人が訴える。

⃞ 身だしなみを構わなくなった。

⃞ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。

⃞ ふさぎ込んで何をするのも億劫がるようになった。

⃞ その他（具体的な状況を下記に記入）


