の

ソナエ
将 来 のこと、考 えてみましょう

監修
医療法人社団 三育会 新宿ヒロクリニック 院長

英 裕雄 先生
中外合同法律事務所

赤羽根 秀宜 先生

これからのこと、
いろいろと考えられていると
思います。
年を重ねるにつれ、
これからの自身の人生を、
静かに見つめ直す機会が増えてきます。

老後の生活をどう過ごすのか、
想いを巡らせながら、人生設計を立てている方も多いでしょう。
もしも自分が重い病気やケガをしたときに
どのような医療や介護を望むのか、
エンディングノートなどに書き留めている方もいると思います。
元気なうちから、財産相続の仕方などについて、
家族と話し合っておこうという考えも広まっているようです。

そうしたソナエをとおして、
「自分で決めた人生を生きたい」
と願う方々にこそ、
目を向けてほしい「もうひとつのソナエ」があります。

2

認 知 症 のことを
考 えたことは あります か 。
考えたくない理由を
考えてみると…

認知症

認知症は誰がなってもおかしくない、とても身近な病気です。
しかし、自分が認知症になったときのことはやはり遠く、
どうしても「他人ゴト」に感じてしまいます。

2025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。

具体的にイメージしたことのある方は少ないのではないでしょうか。
「考えるのが怖い」
「考えてもどうしようもない」。
そうした想いが強いのかもしれません。

（平成26年 厚生労働省「日本における認知症の
高齢者人口の将来推計に関する研究」
より）

がん、ケガ、認知症・・・
リスクに向き合うことで不安が減ります
認知症へのソナエをしておくことで、
もしものときにも、生活の不安や経済的な負担を減らすことができます。
がんやケガへのソナエと一緒です。
違うのは、ソナエの内容です。

ソナエを実現するための
ソナエもあります
認知症が進み、理解や判断が困難になった場合にも、
エンディングノートなどに書いてある自分の願いを、
しっかり実現できる制度があります。
この冊子では、そうしたソナエも紹介しています。

進歩した介護が
日々のストレスを減らします
認知症の人の介護は、かつての「家族が抱え込むもの」から
「関係者が連携して、地域で支えるもの」へと一変し、その内容も大きく進歩しました。
さまざまな支援や制度を利用し、日常生活のガマンやストレスを減らすためにも、
認知症へのソナエが必要です。

自分のため、家族のため
よりよい老後の実現を
「認知症のソナエ」
が支えます。
3

「身体の衰え」
と
「認知症」
では、
生活のしづらさや
介護、接し方も異なります。
食事をとる。
トイレに行く。買い物をする─。
今はあたりまえにできていることが、年を重ねるにつれ、
しだいに難しくなっていくかもしれません。
同じ
「○○をするのが難しくなった」状況でも、
身体の衰えが原因なのか、認知症の影響なのかによって、
困難な理由が異なり、
ケアの方法もまったく違ってきます。

たとえば「自分で食事をするのが難しくなった」
この状況を考えてみましょう。

なぜ
難しいの

？

「身体の衰え」が原因の場合
身体の機能が衰えることにより、
「食事」
という一連の動作が困難になります。
● 脳卒中後の片麻痺などで食事を口に運ぶのが難しい。
● 口に入ってきたものを噛んで細かくしづらい。
● 加齢にともない飲みこむ力が弱くなっている。

口まで運ぶ動作を代行

こうしたケアでストレスを減らせます
うまく体を
動かせない

衰えた身体機能を
支援します。

口の中に1 回に入 れる量は
ティースプーン一杯程度にとど
めます。

噛んで飲む動作を
アシスト
食べ物を柔らかく加工
すると、噛み砕いて飲
みこみやすくなります。

食器の扱いづらさをカバー
皿の下にすべり止めマットをし
くと、片手でも食べ物をすくい取
りやすくなります。

4

なぜ
難しいの

？

「認知症」が原因の場合
脳のはたらきのどの部分に影響が出ているかによって、
さまざまなタイプの“食べづらさ”が生じます。
1

他のことに注意がいってしまい、食事に集中できない。［ 注意障害 ］

2

食事をしていること自体を忘れてしまうことがある。 ［ 記憶障害 ］

3

目の前にある物を食べ物と認識しづらい。

［ 失

認 ］

4 「食べる」という動作の手順がわからなくなる。

［ 失

行 ］

こうしたケアでストレスを減らせます

食べることに意識や意欲が
向かうように、状況に合わせて
工夫します。

私、
どうすれば
いいの？

これは
何？

たとえば
「食べ物を前にじーっと固まっているケース」
では…

食べる動作（手順）がわからない
食べ物を食べ物として認識しづらい
食事動作の記憶を引き出すための工夫

動作のきっかけをつくる

食べる様子を見せる

スプ ーンを 手 に 持 っても
らったり、
「おいしいですよ」
と声をかけると、動作を思
い出し、食事をはじめるきっ
かけになることもあります。

介護者が本人と向か
い合って一 緒に食 事
をし な が ら 、箸 や ス
プーンで食べ物を口に
運ぶ動作を見せます。

食べ物だと認識してもらうための工夫

食器の色を工夫する

ワンプレートに盛り付ける

色のついた茶碗に白いご飯
を盛ると、注意が向いてご
飯を認識しやすくなります。

ご 飯とおかずをひとつ
の皿に盛り合わせると、
意識を集中できます。

困難な理由が「見た目ではわかりにくい」のが認知症の特徴です。
認知症の人の介護では、本人の様子を根気よく観察し、
なぜ難しいのかを探り、
その人に合った介助方法を考えることが大切になります。

「身体の衰え」
と
「認知症」
では介護が必要な原因が違うため、

認知症には認知症ならではのソナエが必要になります。
5

認知症と介護は
切っても切れないものです。
公的介護保険制度は、介護を家族まかせにせず、
社会全体で支えるしくみとして2000年にスタートしました。
この公的介護保険では、
「見た目ではわかりにくい」認知症の人の介護の手間を正しく評価し、
支援につなげられるよう工夫されています。

「要介護認定」
により、
「要介護度」
（介護サービスがどれくらい必要か）
を決定します。
■要介護認定の流れ
相談

市区町村の窓口やお近くの地域包括支援センターに相談

申請

市区町村の窓口で要介護認定を申請

調査

調査員が自宅や施設を訪問し、
日常生活における心身の状況を聞き取り調査

一次判定
二次判定

聞き取り調査の結果と主治医意見書の一部をコンピュータで分析し、
要介護度を算出
（一次判定）
一次判定結果、
調査員による特記事項
（介護の手間にかかわる個別の状況）
や主治医意見書をもとに、
「介護認定審査会」
で最終的な要介護度を決定
（二次判定）

■要介護度別（要支援含む）状態の目安
2

日常生活上の基本的動作については、
ほぼ自分で行うことが可能であるが、
日常生活動作※の介助や
現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作※※について
何らかの支援を要する状態

1

要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態

2

要介護1の状態に加え、
日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

3

要介護2の状態と比較して、
日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下
し、
ほぼ全面的な介護が必要となる状態

4

要介護3の状態に加え、
さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

1
要支援

要介護

心身機能の維持や改
善を目的とした「介護
予防サービス」
を利用

自立した生活の支援を
目的とした「介護サー
ビス」
を利用

厚生労働省「平成14年度 老人保健健康増進等事業 事業報告書」
より

※ 日 常 生 活 動 作： 食事や着替え、整容（身だしなみ）、排泄、入浴など、
身の回りの基本的な動作
※※手段的日常生活動作： 買い物や洗濯、掃除、金銭や薬の管理、乗り物の使用など、
より複雑な動作

「要介護度」
によって、利用できるサービスの量（限度額）
が違います。
訪問介護やデイサービスなどの居宅サービス

● 居宅サービスの1カ月あたりの利用限度額（区分支給限度額）

を、限度額の範囲内で利用した場合は、
自己負担
は1割（一定以上所得者は2割または3割）
となり
ます。限度額を超えた場合は、超えた分が全額自
己負担となります。

介護度
要支援
要介護

利用限度額
1

50,320円

2

105,310円

1

167,650円

2

197,050円

介護度
要介護

利用限度額
3

270,480円

4

309,380円

5

362,170円

厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会第168回資料１
「2019年度介護報酬改定について」
より
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認 知 症 になると、
「 要 介 護 度 」が 高くなります。

1

2

まず、聞き取り調査で
「心身の状況」
を確認します。
要介護認定の聞き取り調査では、5つの項目にて
「心身の状況」
を細かく確認します。

1

2

3

4

5

身体機能・
起居動作

生活機能

認知機能

精神・行動障害

食事や着替えの

記憶障害の有無、

感情が不安定だったり、

社会生活への
適応

歩行の可否など

介助状況など

季節や場所の理解の

自分勝手に行動することが

買い物の

可否など

あるかなど

介助状況など

介護に必要な
「時間」
に置き換えて
「要介護度」
を判定します。
聞き取った
「心身の状況（5項目の得点）」から直接、
「要介護度」
を求めることはできません。病気の重さと必要な
介護量は必ずしも一致しないからです。
そこで、調査結果をコンピュータに入力し、
その人の介助にどのくらいの「時間」が必要なのかを推計することで、
介護の必要量の目安としています。
この
「要介護認定基準時間」
を用いて要介護度を判定します。

心身の状況

×

要介護度

● 要介護認定基準時間
入浴・排泄・食事等の「直接生活介助」、洗濯・掃除等の「間接生活介助」
など、5つの分野ごとに推計された時間の合計が用いられます。

たとえば認知症が進んでいる場
合、
身体機能が保たれているから
介護の必要量が少ない、衰えて
いるから多いとは限らない

介護度
要支援

要介護

介護にかかる
「時間」
「介護の必要量」
を具体的に表す
「ものさし」
に変換

認定基準時間
1

25分以上32分未満

2

要支援状態のうち32分以上50分未満

1

32分以上50分未満

2

50分以上70分未満

3

70分以上90分未満

4

90分以上110分未満

5

110分以上

厚生労働省「要介護認定 介護認定審査会委員テキスト 2009改訂版」
より抜粋

※要介護認定等基準時間は、
あくまでも介護の必要量を表す
「ものさし」
であり、直接、訪問介護・訪問看護など在宅で受けられる介護サービスの合計時
間と連動するわけではありません。

3

認知症になると介護時間が増えると判断されます。
聞き取り調査で、認知症に伴う
「認知機能の低下」や「精神・行動障害」が一定以上あると認められた場合には、
コンピュータ判定で自動的に
「要介護認定基準時間」が長く算定されます。
また、運動能力が低下していない認知症高齢者に関しては、算定結果にさらに時間を加算するしくみになっています。
このように、認知症の人は介護がより必要であると評価されるように配慮されています。

認知症の人にはより手厚いサービスが提供されます。
ただし……
7

公的介護保険だけではカバーしきれない!?
さらにプラスアルファのソナエも。
公的介護保険制度は２０００年にスタートしましたが、
それだけでは充足できない部分への要望が明確になってきました。
区分支給限度額の範囲内では十分なサービスを受けられない……
公的介護保険のメニューにないサービスも利用したい……
そのような、公的介護保険だけでは足りない部分、
ガマンしなければならない部分を、民間介護保険で補うことができます。

できるだけガマンやストレスのない生活を送るために
楽しみにしている訪問入浴を
もっと利用したい

ヘルパーさんに頻繁に来てもらわないと
家族が働きづらい

限度額を超えた分は
全額自己負担なのでやりくりがたいへん…

手作りの温かいごはんが
食べたい

急に何か必要になったら困るから、
支給限度額いっぱいには使えない

民間介護保険の「上乗せサービス」
「 横出しサービス」で、
足りない部分を補うことができます。
上乗せサービス

公的介護保険制度の区分支給限度額を超えるサービスが
必要な場合にその費用を補償します。

横出しサービス

介護保険の給付対象とならないサービスの費用を補償します。
例： 通院される際、
病院内での介助を受けるサービス
介護状態になった方が調理できない状態になった場合に
調理を代行してもらうサービス

上乗せ
サービス

公的介護
保険制度
支給額

横出し
サービス

たとえば、要介護3の方のケースでは
86歳女性。要介護3。
認知症あり(日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるが、誰かが注意してい
れば自立できる状態 )。
麻痺があり、家事ができない夫と2人暮し、近隣に住む息子あり。
主病：アルツハイマー型認知症、高血圧症
ADL（日常生活動作）
：歩行はふらつきがあるが自立。入浴は見守り、背部洗浄時一部介助。
トイレでの排泄動作
は見守り、
リハビリパンツ使用
（交換は介助必要）。
その他：もの忘れがあるため高血圧症の服薬管理が必要。
増悪や心不全防止のための水分摂取状況の把握が必要。
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要介護 3 の区分支給限度額いっぱいまで利用した例： 週間サービス計画表
区分支給限度額※270,480円（うち自己負担は1割～3割） 利用額※270,302円（同）
早朝

8:00

午前

月

火

訪問介護

訪問介護

6:00

水

木

金

土

日

起床
訪問介護（入浴） 訪問介護

訪問介護

朝食
月-木：9時デイお迎え

10:00
12:00

通所介護

1 お昼の介助が
足りない

1
お昼の介助が
足りない

通所介護

午後

14:00

訪問看護

週末の
3 サービスが
ない

昼食
金：14時

訪問看護：服薬管理・水分摂取等状態確認

16:00
18:00

主な日常生活上の活動

月-木：16時30分デイから帰宅

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護

夜間

夕食

20:00
22:00

深夜

2 夜間のトイレ介助は？

就寝

0:00
6:00

週単位以外のサービス：福祉用具貸与：歩行器、手すり 定期受診（1回／月）
（通院介助：基本的に息子が対応し、対応困難な場合は訪問介護事業所）

訪問介護

朝、
夕に家事全般と食事の準備や支援
夜間使用するリハビリパンツの交換 など

通所介護

外出機会づくりと入浴のため

訪問看護

週1回で高血圧症の服薬管理と
増悪や心不全防止のための状態管理

※額は介護報酬の1単位を10円として計算。

足りない部分と、
それを補うサービス
お昼の介助が足りない。

・・・・・・

1

民間の調理サービスを利用。

横出しサービス

・・・・・・

2

夜間の巡回型訪問介護を
利用。呼べば来てもらえる。

上乗せサービス

現状は息子に来てもらうプランのため、 ・・・・・・
家族の介護負担が重い。

3

訪問介護を平日と
同じく追加。

上乗せサービス

夜間のトイレ介助は？
現状はおむつでガマンしてもらうプラン。

週末のサービスがない。

民生委員の協力や、
転倒などを感知する
緊急通報サービスを利用。

全般的に：
認知症かつふらつきもあるのに、
屋内移動など動作の見守りが足りていない。

月1回の通院は基本的に家族が付き添う。

上乗せサービス
横出しサービス
上乗せサービス

院内介助サービス

訪問介護の通院等乗降介助を利用しても
院内付き添いはできないといわれている。

もしくは

横出しサービス

早めの選択、
ソナエにより
「あなたと家族の生活」
が変わります。
9

自分だけでなく
家族を守るというソナエを。
子育て中は、万一のときに子どもの将来を守るため、生命保険の保障額を厚くします。
子どもが独立したあとは、
自分たちの病気やケガのリスクを想定し、医療保険の比重を重くします。
それは同時に、家族の安心にもつながるでしょう。
そして、認知症や介護のことが気になりはじめたら……
今から心構えや準備をしておくことで、家族のことを想うあなたらしい人生を
この先もずっと続けることができます。

家族の負担は減らせます。
「認知症になったとき、自分が何を不安に感じると思いますか？」
という質問に対して、最も多い答えが「家族に負担を
かけるのではないか」
というものでした。不安のあまり目をそむけるのではなく、民間介護保険などでソナエておくこと
で、
もしものときに家族の身体的・精神的・社会的負担を減らすことができます。

認知症の何が不安ですか？
家族への負担

生活の支障

周囲への迷惑

思い出の喪失

家族に身体的・精神的負担を
かけるのではないか

買い物や料理、車の運転など、
これまでできていたことができ
なくなってしまうのではないか

家族以外の周りの人に
迷惑をかけてしまうのではないか

家族や大切な思い出を
忘れてしまうのではないか

74.9%

56.8%

56.5%

55.8%

平成26年10月 内閣府政府広報室「認知症に関する世論調査」
より

たとえば、病院内の介助サービスの費用を補償する民間介護保険に加入していれば、
家族は通院の時間を自分の趣味や、友人との交流などに使うことができます。
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事 故 を 起こした 場 合 にも、
家 族 を 守 ることが できます。
認知症が進むと、
お店の商品を壊してしまったり、誰かにケガをさせてしまうこともありえます。
また、線路内や道
路に立ち入って事故を引き起こしてしまうケースも実際に生じています。
このようなリスクへのソナエとして、損害
賠償請求があった場合に保険金が支払われる
「個人賠償責任保険」
もあります。
起こり得るリスクへのソナエとして、
自分のこととして、頭に入れておくことも大切ではないでしょうか。
●
「個人賠償責任保険」
については24頁の
「Q&A集」
に紹介しています。

もしものときに家族を戸惑わせないように、
自分のことは自分で決めておく──。
公的年金だけでは老後の生活が不安なので、個人年金をはじめる──。
医療技術の進歩を踏まえて、先進医療特約をつける──。
こうした選択をするのと同様に、認知症へのソナエを検討することは、
決して特別なことではありません。
それは、
あなたと家族の将来の生活に、深くかかわることですから。

家族のためにも自分でソナエる

自分が
望む介護

公的なソナエ＋さらなる安心

エンディング
ノートに
明記

介護の
費用を確保

公的年金

＋

個人年金

公的
介護保険

＋

民間
介護保険

より手厚い保障をあきらめないために

先進医療
特約
医療や介護の
進歩
民間
介護保険

将来へのソナエの一環として、
認知症へのソナエにも目を向けてください。
11

これからの人生を、自分で考えながら歩みましょう。

ライフステージ別
認知症のソナエ
備えて
安心

慌てず
対応

認知症になる前に

認知症かもと感じたら

将来の生活や

認知症の診断を受け

財産・相続について考える段階

適切な対応につなげる段階

P.14-P.17

P.18-P.19

12

減らせる
ストレス

ずっと
自分らしく

認知症と診断されたら

認知症を地域で支える

病気の早期だからできる

地域のサポート・資源を

今後のソナエの段階

利用して支える段階

P.20-P.21

P.22-P.23
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認知症になる前に①
将来の生活や財産・相続について考える
しっかり考えられるうちに自分の希望をまとめる

自分 について「記す」
基本情報

生年月日や趣味、自分史、現在かかっている病気や病院名、保険証や年金手帳の番号や
保管場所など、
自分のことを知ってもらうために必要な情報をまとめておきましょう。

親戚や関係者の
情報

親族や友人などとの関係と連絡先をリストにしてまとめておきましょう。家族の把握して
いないあなたの大切な人がいるかもしれません。

パソコンや
ネット上の
情報の整理

インターネットの利用が進む中、近親者にも見えづらいSNSやブログなどの私的なコ
ミュニティが広がってきています。パソコン上の見られたくない情報の削除に加え、必要
に応じメールやブログ、
オンライン口座などのアカウントを整理しておき、
いざというとき
に家族がわかるようにしておくことも大切です。

＋

ワン
ポイント

近所の人と交流を深める
いざというときに頼りになるのは、遠くの家族より、実は近所の友でもあります。
「困ったときはお互いさま」の地域のコミュニティでの暮らしを楽しみましょう。

資産 について「見積もる・残す」
財産目録の作成

預貯金の口座、有価証券や土地などの資産を目録にしておきましょう。相続を考える上
でも、将来の生活を考える上でも重要な情報になります。

印鑑・通帳の
整理

必要最低限の口座数に整理し、家族と話し合っておくなど、財産管理がしやすい環境を
つくっておくことも大切です。

生前贈与・
相続

相続の方針を決め、税制を踏まえて計画的に財産を移行させましょう。なお、遺言に法的
効力が認められるためには、法律で定められた一定の条件を満たした書面にまとめておく
［17頁参照］
必要があります。

お葬式とお墓

宗教・宗派やお葬式の場所や規模など、
お葬式とお墓などの希望をまとめておきましょう。

＋

ワン
ポイント

転ばぬ先の引き出し限度額設定も
認知症による記憶障害では、
「○○万円を引き出したが、
そのこと自体を忘れて紛失してしまう」
ことも起こって
います。現金引き出し限度額を日常生活に必要な10万円程度に設定する、利用明細が郵送され家族がチェッ
クしやすいクレジットカードで買い物する―など、認知症になる前に自分でできる失敗の軽減策もあります。

14

家族や周囲の人たちにできるだけ迷惑をかけたくない。
でも、最期まで自分らしい生活を送りたい。
誰もがそう願っていることと思います。
もしもの時のソナエとしては、
自分についての情報や資産を整理し、希望とともに記録しておくことが大切です。
特に認知症では、病気の進行にともない、
自分の意思を伝えることが難しくなったり、
適切な判断ができなくなってしまうことがあります。
認知症になる前にしっかり考え、
まとめておきたいことをご紹介します。

望む生活 を「示す」
自分の趣味や
生活について

趣味や好きなことを記録しておくことで、自分での意思表示が難しくなっても、その内容
［16-17頁参照］
を踏まえた生活支援につなげてもらう方法があります。

介護や治療の
方針について

どこで最期を迎えたいか、
またターミナル期の医療の希望を示しておきましょう。特に生
［21頁参照］
死にかかわる医療は、判断を任された人の重荷にもなりかねません。

生活費

自分の望む生活の在り方を示すとともに、その生活費用の捻出方法まで整理しておくと
スマートです。認知症になった場合の金銭管理等を信頼できる第三者に依頼する方法も
［16-17頁参照］
あります。

＋

ワン
ポイント

もしもの時の一時費用に家族カード

＋

ワン
ポイント

お金の管理が難しくなったときの一時的な

パソコンやスマホのメモ機能
認知症になると電話やメモの内容を忘れて

対応に役立つのが銀行の「家族カード」
（代

しまうことがあります。
また、文字を書く細か

理人カード）です。キャッシュカード機能付

い動きが難しくなります。
そのため、ボタンや

きで、口座から小口の生活費の引き出しが

クリック操作で容易なパソコンやスマホのメ

できます。ただし、悪用も可能なため、信頼

モ機能やスケジュール帳機能を活用し、約束

できる家族がいる場合に限定されます。

を思い出せるように工夫している人もいま
す。操作に慣れておくことも一つのソナエに
なるかもしれません。

メッセージを
「伝える」
＋

ワン
ポイント

大切な人へのメッセージをきちんと伝えておくことが重要です。
老いや死を前提とした話題はなかなかふれづらいものですが、
財産や自分の望む暮らしについては機会を設け、家族と将来に
ついて話し合っておきましょう。

ビデオレターで伝える
遺言や手紙によるメッセージに加えて近年、活用する人が増えているのがビデオレターです。
ありし日の姿
とともに受け取るメッセージは、家族にとって何にも増して嬉しいものかもしれません。

「エンディングノートの活用を」
「エンディングノート」は、自分にもしものことがあったときに備え、伝えておきたいことをまとめておく
ノートのことです。いざというときに残しておきたい情報を整理し、記録できるように工夫したさまざま
な形式の「ノート」が作成されています。
まずは手に取って眺めてみるのもよいかもしれません。
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認知症になる前に②
将来の生活や財産・相続について考える
「自分らしく」、生活と想いを実現するために

任意後見制度

元気なうちに将来のことを決める

成年後見制度*の一つの任意後見制度では、認知症などで判断が難しくなったときに備え、将来支援にあたるあな
たの信頼できる代理人と、支援内容を事前に定めておくことができます。
判断が難しくなったときに、
あなたの財産の管理や介護サービスの契約などを代わって行うなどのサポートを任せ
ることができます。

＊成年後見制度には、判断が難しくなったあとに家庭裁判所により支援者を決定するケース
（法定後見制度）
もあります。

任意後見制度
今は元気！

でも、将来
認知症になった後
のことが心配

〈契 約〉

判断能力低下

自ら信頼できる
人を決め、
契約を結ぶ

任意後見
監督人選任の
申立

家庭裁判所
調査後、
任意後見監督人を選任

後見開始
手続きは、元気なうちにあらかじめ公正証書で誰に何を支
援してもらうかを定めた契約書を作成し、登記しておく必要
があります。

〈支援する人〉

任意後見人
〈支援内容〉
契約時に決めておいた、財産管理や
療養看護に関する法律行為を代わって
行ってくれます。

成年後見センター・リーガルサポート
「ご存知ですか？成年後見制度 リーガルサポート」
パンフレットより一部改変

できるけど、少し不安という場合は、
弁護士などが行う財産管理委任契約
今から亡くなった後のことまでソナエたい―。
という人には、財産の管理や身の回りの事務を信頼できる弁護
士などに任せる
「財産管理委任契約」
を結ぶ方法があります。元気なうちから役割分担を決めて契約し、亡くなっ
た後の葬儀やお墓の扱いなどを頼んでおくこともできます。任意後見制度の契約と併用する方法もあります。

日常生活自立支援事業
1人でいろいろなことを決めるのは不安―。
という人には、社会福祉協議会が実施している日常生活自立支
援事業を利用する方法があります。福祉サービスの利用援助や、必要な日常生活上の金銭管理などを行い、
生活をサポートしてくれます。

＋

ワン
ポイント

法人の後見人もあります
後見人を担うのは
「ヒト」
に限りません。
社会福祉協議会や権利擁護に携わるNPO法人、専門職団体などが「法人」単位で後見人となるケースもありま
す。法人内の専門職を交えたチームで多角度から適切な支援策を検討し、担当者に何かあっても継続的にサ
ポートしてくれる安心感があります。一つの選択肢として考えてみるのもよいかもしれません。
●成年後見制度、
日常生活自立支援事業についての相談先は31頁に紹介しています。
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認知症になる前に考えておいたあなたの希望や想いを実現するために、
また、悪徳商法などで
財産侵害を受けたりすることがないように、元気なうちから準備しておけるソナエがあります。
判断が難しくなったときに、
あなたの希望を尊重しながら契約行為を代わって行ってくれる
「成年後見制度」、
大切な財産を希望通りに残す
「遺言」、
もしものときの費用の準備や将来的な財産相続のスムーズな実施に役立つ
「信託」
について知っておきましょう。

遺 言

法的な知識が不可欠。法律の専門家に相談を

自分の死後に自分の財産を誰に対し、
どのように分配するかなどを記載する
「遺言」。相続時のトラブルを避けるソ
ナエの一つです。
ですが、実は遺言に法的な効力を持たせるには多くのハードルがあります。法律の専門家に相談して作成するな
ど、
自分の意思をしっかり反映できるよう準備しておきましょう。

■ 遺言に法的効力を持たせる条件
遺言に法的効力を持たせるには、法律に従った遺言（書面）
を作成しなければなりません。
また、法的効力が生ずる内容は、法律
に定められた事項のみです。法定事項以外に関する記載は残念ながら法的効力を持たないため注意が必要です。
遺言に記載して
法的な効力を持つもの

・内縁の妻と子に関すること
例 ・遺産相続に関すること
・遺産分割方法の指定または指定の委託 ・遺言の執行に関すること
・その他、遺産分割の禁止、遺留分減殺方法の指定など
・相続財産の処分（遺贈）
に関すること

一般的な遺言書の種類と失敗例
● 自筆証書遺言
遺言者の死後、家庭裁判所に持参し、
その遺言書の状態などを確認する手
続き
（検認）
が必要です。
自分で手軽に作成できるメリットがありますが、法
的な不備のために無効になる、発見されない、破棄、隠匿、改ざんなどのリ
スクもあります。

● 公正証書遺言
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、公証人が公正証書遺言
として作成します。公証人の確認済みのため、検認の手続きはありません。
公証役場に保管するため安全、確実ですが費用がかかるのがネックです。
●遺言と相続についての相談先は31頁に紹介しています。

信 託

例. パソコンで書いてしまった
×自筆である必要があります
ただし、財産目録については、要件を満たせば、
パソコンなど自筆以外の方法でも認められます
例. 作成日を入れなかった
×作成日時を特定できる必要があります
例. 夫婦で一枚に遺言書をまとめた
×遺言は1人1枚に作成する必要があります
例. 書き間違えて不明確な内容になった
×不明瞭な内容は認められません
×修正方法にもルールがあります

もしものときの生活費や将来的な財産相続をスムーズに

信託とは、財産を持っている人（委託者）
が信頼できる人（受託者）
に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託
者が委託者の定めた信託目的にしたがい財産の管理・処分などをする制度です。
成年後見制度の利用や遺言の執行には時間がかかるため、後見人や子どもが当面の費用の工面が大変になるこ
ともあります。信託制度を活用し、財産移転の事務をスムーズにする方法があります。
自分

● 家族信託

委託者

●信託についての相談先は31頁に紹介しています。

受益者
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＝

子どもなどに資産の管理・処分を信託することで、元気なうちは、信託目的
にしたがい、
自分の老後の生活・介護等に必要な一定額の資金を毎月振り
込むこととし、本人が亡くなったあとは、子どもがすぐに財産管理・処分を
行えるしくみにしておくこともできます。

信託契約
信託財産
管理・処分権限

財産給付・分配

子ども

受託者

認知症かもと感じたら
不安を抱えこまないように受診する
認知症かどうかを診断してもらいましょう

認知症が心配なとき、
どこに行けばいいですか
認知症の診断や治療は
「もの忘れ外来」
「認知症外来」
「神経内科」
「精神科」
「心療内科」
「脳神経外科」
「老年
病科」
などさまざまな診療科で行われています。
認知症は未だ原因も解明されておらず、治療法につい
ても研究が行われている病気です。新たなエビデンス
に基づき、治療方法や症状を軽減するケアの方法も
日々進化してきています。脳の状態を把握した上で対
応策を取ることが、ご本人だけでなく周囲の人の心
身、生活を助けることになります。
そのためにも正確な診断を受けることが大切です。
必要に応じ、認知症の専門医の受診も必要ですが、
ま
ずはかかりつけ医に相談してみましょう。

かかりつけ医の認知症診断、
支援
認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や家族を支援することができるよう、認
知症サポート医が医師会と連携し、
かかりつけ医の認知症診断を支援する体制がつくられています。

認知症サポート医とは
かかりつけ医への認知症診療に関する研修・助言を実施し、認知症に係る地域医療体制の中核的
な役割を担う、認知症サポート医が養成されています。

認知症専門医とは
各医学会の専門的な研修を受け認定されているのが認知症専門医です。
かかりつけ医と連携し、
認知症の確定診断を行ったり、専門的な知識と検査に基づき治療方針を示してくれます。
認知症専門医の一覧は、各医学会のホームページにも掲載されています。

日本認知症学会専門医

日本精神科医学会認定認知症臨床専門医

http://dementia.umin.jp/g1.html

https://www.nisseikyo.or.jp/education/shokubal02/

日本老年精神医学会専門医
http://184.73.219.23/rounen/a_sennmonni/r-A.htm
●認知症が心配なときの相談先は30頁に紹介しています。
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「最近、
これまでの自分とは何かが違う」、
「これまでできていたことができなくなってしまった」、
「身近な人から最近何かがおかしいと指摘される」。
高齢にともなう記憶能力の低下なのか、認知症なのか―。
不安が募りながら、
どうすればよいのかわからずに思い悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
認知症かもと感じたら、
まずは受診することが大切です。
認知症の中には適切な治療により治せるタイプもあります。

地域で認知症の専門医療が
受けられる体制に
連携

連携

認知症高齢者の増加を受け、国も認知症の
人と家族を支える医療体制を充実させてい

認知症疾患
医療センター

ます。
近 年 、創 設された「 認 知 症 疾 患 医 療 セン
ター」
では、
身近な地域で認知症の専門医療
を受診し、住み慣れた地域で安心して生活
ができる環境づくりが進められています。

紹介受診

専門診断

かかりつけ医
日常的
診療

病院に加え、認知症の本人にとって身近な
地域で受診できる診療所型の認知症疾患

相談

受診

医療センターも全国的に整備されつつあり

地域包括
支援センター

ケア調整

ご本人・ご家族

ます。

認知症はタイプにより
適切な対応が変わります

アルツハイマー型
認知症

「認知症」
と一括りにされていますが、認知症は脳の障害によりさまざ
まなタイプがあります。三大認知症として、最も多い
「アルツハイマー型
認知症」
のほか、
「脳血管性認知症」、
「レビー小体型認知症」
がよく知ら
れています。脳の障害のタイプにより認知症の症状が違い治療法や対

脳血管性
認知症

レビー小体型
認知症

応が異なるため、認知症についての適切な診断が重要となるのです。

治せる認知症もあります
認知症は、
さまざまな病気によっても引き起こされます。
なかには原因疾患を治療することで症状を治せる認知症
もあります。
例えば、脳脊髄液が脳室にたまる正常圧水頭症では、脳が圧迫されることにより認知症の症状があらわれます。
し
かし、脳脊髄液を抜いて圧力を下げると症状がおさまります。他にも、全身のさまざまな機能が低下する甲状腺機
能障害や、脳を覆う硬膜とくも膜の間に血がたまる慢性硬膜下血種は治療することで認知症の症状がなくなるこ
とが知られています。
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認知症と診断されたら
病気の初期のうちに将来にソナエる
何もできなくなるわけではありません

認知症は進行性の疾患です
認知症は発病から徐々に症状が進行していく進行性の疾患です。
認知症になったからといってすぐに何もできなくなるというわけではなく、発病初期であれば図1のように意思能
力が保たれ、
自分でものごとを判断することができます。
また、適切な支援を行うことで症状の悪化を抑制できる可能性（図2）
も示されています。
図1 認知症高齢者の意思の尊重とは・・・

図2 適切な支援による症状の悪化の抑制

参考：箕岡 真子著『認知症ケアの倫理』

代理判断者の
意思

自己決定不可能

悪化
意思能力
あり

軽度
低下

中等度
低下

高度
低下

意思能力
なし

適切な
支援あり

認知機能障害

自己決定可能

自立・自己決定が可能なライン

認知機能障害

高齢者本人の
意思

参考：とうきょう認知症ナビ

適切な
支援なし

悪化

発病

終末期

症状多発期

身体症状複合期

終末期

時間経過

経過

新宿ヒロクリニック 英 裕雄 先生講演資料「シニアライフ大学第2回『認知症になってもその人らしく過ごすために』」
（2014年2月13日開催）
より

認知症であらわれる症状
認知症であらわれる症状には記憶の障害や、
日時や場所がわからなくなる見当識の障害、
ものごとをやりとお
すことが難しくなる実行機能の障害などの中核症状と、中核症状に付随して起きる睡眠障害や幻覚、妄想、徘
徊、抑うつ状態などのBPSD
（認知症に伴う行動と心理面での症状）
があります。

薬物治療で進行を遅らせる

周囲の対応と環境で症状軽減も

認知症の進行抑制の効果が認められているものの

認知症の症状のうちBPSDは、本人の性格や環境、

なかには、抗認知症薬による治療があります。

人間関係などによって症状の程度が大きく変わっ

治療に積極的に取り組むことで、
自分で判断し、意

てくることが知られています。

思を示せる貴重な時間を少しでも長くすることが

周囲の対応の仕方や環境の改善で、症状があらわ

できます。症状を

れるのを防いだり、軽減できることができます。

軽減し、ご家族、
介護者の負担を
軽くすることにも
つながります。
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認知症になってしまったからといって、何もできなくなってしまうわけではありません。
認知症は進行性の疾患であり、症状が軽度の初期段階であれば自分でできることもたくさんあります。
また、適切な薬物治療により病気の進行を遅らせることができることもわかっています。
自分の意思をしっかり示すことができる貴重な時間を積極的な治療で確保し、
大切な人とあらためて将来について話し合っておきましょう。

改めてやっておきたいこと
認知症の初期段階のうちに自分の意思を周囲の人にしっかり伝えておくことが重要です。特に家族や大切な人と
は、
あらためて将来について話し合う機会をもうけておきましょう。
また、
自分の意思を伝えるのが困難になったり、判断できなくなったときでもあなたの望む介護や医療が受けられ
るように、
あなたについての情報をまとめておくことも重要です。
介護や医療を提供する人にとって、
あなたのことを理解する大切な情報になります。

1.

家族で
将来について
話し合う

財産・相続のこと

2.

リビングウィル（医療・介護の希望）
を
まとめる

例：もしあなたに医療的な問題が生じた場合（療養場所の希望）

（例えば肺炎になった場合など）

生活の希望

□ できるだけの医療的対応を行いながら自宅療養したい。

医療・介護のこと

□ 家族に迷惑をかけない範囲で医療的対応を行いながら、

家族への想い

自宅で療養したい 。

など

□ できるだけ速やかに入院するように手配してほしい。
□ その他（あなたのお考えを自由にご記入ください）
そのほか： もし認知症が重度になったら・・・

（終末期ケアの方針）
もし食事を口からとれなくなったら・・・（延命的な治療の方針）
医療が最後の段階になったら・・・
（終末期の治療方針） など

新宿ヒロクリニック 英 裕雄 先生 講演資料
医療介護福祉政策研究フォーラム
『地域医療～往診専門医の立場から～』
（平成25年11月16日開催）
より

3.

自分について
まとめる

好きな本

わたしのこと

好きな歌・曲

趣味・好きなこと

生活歴（学歴、職歴など）

好きな映画・ドラマ

サークル・習いごと

人生の思い出（学生時代、30代、40代など）

好きな言葉

好きな食べ物・飲み物

趣味・好きなこと

好きな色

好きな本

特技

好きなお店

好きな映画・ドラマ

サークル・習いごと

好きな場所

好きな色

好きな食べ物・飲み物

大切な人

好きな服装・肌着の素材

嫌いな食べ物・飲み物

大切なもの

特技

嫌いな食べ物・飲み物

好きな歌・曲

好きな言葉

好きな花

嫌いな服装

など

2

新潟市社会福祉協議会 西区社会福祉協議会「介護が必要になった時に見るノート よろしくね」
より抜粋
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認知症を地域で支える
地域のさまざまなサービス・社会資源を活用する
自分らしく安心して生活できる環境を整える

介護

介護事業所
訪問や通える施設で介護サービスを提供してくれます。
認知症ケアに特化したサービスも提供されています。

地域包括支援センター
身近な相談窓口です。

介護施設・高齢者住宅

関係機関につないでくれます。

自宅での介護が難しい場合の
選択肢になります。

ケアマネジャー
介護生活を支えるサービス・資源を

認知症の人と
その家族

コーディネートしてくれます。

家事サポートサービス
公的な介護サービスには利用内容に限度があります。
足りない部分を補うサービスが提供されています。

民間支援
サービス

介護タクシー

民間介護保険

通院など介護技術を持った

介護が必要になった時の費用を

運転手がサポートします。

支える保険商品も発売されています。

配食サービス

見守りサービス

1人暮らしの家庭などに、

センサーを使って、
自宅で倒れて

食事を宅配しながら安否

動けなくなったなどの緊急事態

確認も行ってくれること

を感知し、関係各所に連絡する

もあります。

サービスもあります。
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認知症になっても地域の様々なサービスや地域資源を活用することで、
自分らしく安心して生活できる可能性が広がります。
医療や介護などの制度だけでなく、家族会の存在や民間の生活支援サービス、
地域住民による見守りもあなたの生活を支える大きな味方になります。
元気なうちはサポート側にも。
認知症を支える地域づくりに参加してみてはいかがでしょう。

医療
病院
体調悪化時の急性期医療の
提供役を担います。

かかりつけ医
医師によっては往診で看取りまで
サポートしてくれます。

認知症疾患医療センター
認知症診断、治療方針を決定し、
かかりつけ医をサポートします。

家族会
認知症の人と家族が集い、
同じ悩みを共有し支え合う仲間です。

認知症カフェ
認知症の人と家族が気軽に

見守り事業所

訪れ、情報交換できます。

警察の他、ガスや電気事業者の検針時に
安否確認を行うサービスもあります。

地域の健康教室
認知症サポーター

認知症予防や介護予防、

認知症についての研修を受けた

介護支援講座も開講しています。

地域住民の身近な支え手が
養成されています。
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地域

??

認知症になったら
どうなる

Q

Q& A
Q

認知症の母親が独居生活をしています。
訪問販売で不要な高額の商品を
購入させられていました。

A

どうすればよいでしょうか？

A

集

認知症となった場合、
賃貸アパートの契約更新はできますか？
認知症が進んでしまうと判断能力を欠いてし

まい、契約を結ぶなどの法律行為ができなくなってしま
うことがあります。
その際は、法律行為である賃貸借契

まずは、
お近くの
「消費者生活センター」
に相談

約の更新や解除もできなくなくなります。

しましょう。
「クーリング・オフ」の手続きがとれる可能

このような場合に賃貸借契約を締結・解除するには、

性があります。
クーリング・オフ制度の対象とならない

「成年後見人」
の選任の申し立てを行う必要があります。

場合も、商品の嘘の説明による詐欺や誤認による契約

成年後見人は、認知症などにより自分の財産の管理や

取り消し、認知症により契約を判断する能力を欠いて

各種契約の締結が難しい状態の方に代わって、財産の

いたとして契約が無効となるケースもあります。

管理や契約の締結を行うことができます。

次に予防策をとることも大切です。一度悪徳業者にひっ

もっとも、契約が自動更新になっている場合は、更新の

かかってしまうと、何度も被害にあう場合があります。

意思表示は必要ありません。
ただし、賃料の支払い等が

①担当のケアマネジャーに相談し、関係者と情報共有

必要になりますので、
やはり、成年後見人の申し立てが

し、常に異変がないか、人の目を多くして確認できる

必要になるでしょう。

体制づくり
②主治医に認知症の状況を確認し、契約等、法律上の
手続き関係を本人に代わって実施できるようにする
「成年後見制度」
の手続き
などを検討しましょう。

Q
A

Q

認知症になった親の銀行口座から
預金を引き出すことはできますか？
認知症のため判断能力が不十分となり、自分

A

で銀行口座から預金を引き出せなくなってしまった場
合、法的には、
たとえ親族であっても本人に代わって銀

認知症の母が隣の家のものを壊してし
まいました。
この場合の損害賠償はどう
なりますか？
一部の損害保険会社の個人賠償責任保険は、

認知症の方が事故で損害を与えた場合も保険金が支

行口座からお金を引き出したり、
口座を解約することは

払われることが約款に明記されています。

できません。

個人賠償責任保険とは、他人のものを壊したり、他人に

本人に代わって口座からお金を引き出すためには、
きち

ケガをさせてしまったときなどに、法律上の損害賠償責

んと法的な手続きを取り、家庭裁判所に
「成年後見人」

任を負う場合に保険金が支払われる保険です。

の選任を申し立てる必要があります。成年後見人であ

民法上、損害を与えた人が重度の認知症など
「責任無

れば、本人に代わって本人の銀行口座のお金を引き出

能力者」の場合、本人が賠償責任を負うことはありませ

したり管理することができます。

んが、その人の家族などが「監督義務者」
として代わり
に賠償責任を負う可能性は否めません。
ご加入の個人
賠償責任保険の契約内容を確認してみましょう。
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「認知症になったら・・・」―。
不安をあおる報道やうわさ話を見聞きするうちに、
「なにもできなくなる」
と認知症への先入観を持ってしまったり、
「どうすればよいのかわからない」
と混乱してしまっているかもしれません。
認知症のご本人やご家族が感じる日常生活の疑問に答えます。

Q
A

Q

認知症と診断されましたが、
自動車の運転をしてもよいでしょうか？

A

道路交通法では、自動車の安全な運転に支障

認知症の方が入院し、手術する場合の
判断はどうするのですか？
手術などの医療行為を受けるかどうかを決め

を及ぼすおそれがある一定の病気などの場合には、免

るには、本人の同意が必要です。
しかし、医師などから

許の取消しや停止をすることが可能となりました。
この

の説明を理解し、
自分が受けたい治療を判断、
同意する

一定の病気の中に
「認知症」
も含まれています。運転免

ことが難しい場合があるかもしれません。

許の更新の際には、質問表への回答や、75歳以上の場

本人が、判断能力が不十分などで同意ができない場合

合は講習予備検査（認知機能検査）
を受けることが義務

には、家族に対して医療同意を求めることが多くなって

づけられ、
ケースによっては、医師の診断を受けなけれ

いますが、
リスクの高い手術の判断は家族にとって大き

ばならなくなっています。

な精神的な負担となります。

「認知症」
と診断されながら運転を行い、万が一事故な

また、現在の法律では成年後見人には医療行為の同意

どを引き起こしてしまった場合、申請していなかったこ

権は認められていません。

とが問われる可能性がありますので運転は控えるべき

そのため、認知症になる前に受けたい医療や終末期医

です。

療の希望をまとめておくことが大切になるのです。

Q
A

Q

認知症と診断されたら
仕事を辞めなければいけませんか？

A

65歳未満で発症する若年性認知症の場合、特

認知症になると何もわからなくなってし
まうのでしょうか？
そんなことはありません。

に就労中の方も多いと思われます。認知症になっても仕

たとえ認知症になってしまっても、特に初期の段階では

事は続けられます。経済的な視点からも可能であれば

自分でできることがたくさんあることがわかっています。

退職せず仕事を続ける方が良いと考えられます。

最近は、認知症のご本人が認知症であることを明らかに

ですが、やはりミスが出てくる可能性もありますので、

し、社会的活動や啓発活動に携わる人も増えています。

会社や周囲に自分の病気を明らかにし、仕事内容を変

こうしたご本人の声を受け、認知症の方を支える社会

更してもらうなど、職場の理解とサポートを得る必要が

環境も大きく変わってきています。

あるでしょう。

認知症のご本人が認知症施策の立案に参画されたり、
認知症の方が主役となるスポーツ大会が開催されるな
どの取り組みもはじまっています。
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3

2

数字でみる

1

認知症・高齢期の

あれこれ

認知症に適切にソナエるには、
エビデンスに基づく事実をしっかり理解することが大切です。
認知症になりにくい生活やソナエのヒントに、認知症と高齢期について理解しておきたい事実を
数字でご紹介します。

赤ワインの認知症との関係

1日3～4杯

運動習慣と認知症との関係

週3回以上

認知症発症率

1

アルツハイマー型認知症
発症率

30%

5

軽減

フランスの研究では、赤ワインを1日3～4杯飲酒する高

ウォーキング程度の運動を週3回以上する人は、
まった

齢者群は、
ワインを飲まない群に比べ認知症発症率が

く運動をしない人に比べてアルツハイマー型認知症発

約20％でした。

症率が67％でした。

Lemeshow S, et al. Am J Epidemiol. 1998; 148(3): 298-306

Laurin D, et al. Arch Neurol. 2001 Mar; 58(3): 498-504.

余暇活動と認知症との関係

認知症
発症率

50%

アルツハイマー型
認知症
発症率

介護に要した費用

40%

一時費用

80万円

月

7.9万円

ゲームや観劇、旅行などの積極的な知的レジャー活動

過去3年間に介護経験のある人に介護に要した費用

は、
しない人に比べて認知症発症率は49％、アルツハ

（公的介護保険サービスの自己負担費用を含む）をた

イマー型認知症発症率は39％でした。

ずねています。一時費用は住宅改修や介護用ベッドの
購入などです。
生命保険文化センター
「生命保険に関する全国実態調査」平成27年度
（https://www.jili.or.jp/research/report/zenkokujittai.html）

Akbaraly TN. Neurology. 2009; 73(11): 854-861
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介護期間

自分や家族が寝たきりや認知症になる不安
自分自身

9.02年

12.4年

家族

75.1%

厚生労働省統計上の平均寿命と健康寿命の差から算

77.6%

「よくある」、
「時々ある」
と回答した人の割合です。

出しています。
平均寿命：厚生労働省「平成25年簡易生命表」、
健康寿命：厚生労働省
「平成25年簡易生命表」
「平成25年人口動態統計」
「平成25年国民生活基礎調査」
総務省「平成25年推計人口」
より算出

内閣府「介護保険制度に関する世論調査 平成22年9月調査」
（https://survey.gov-online.go.jp/h22/h22-kaigohoken/index.html）

配偶者を介護したいか

熟年離婚率

「介護したい」

80.9%
66.6%

17%

「されたいと思わない」

38.1%

離婚件数は2002年をピークに減少傾向にありますが、
従来は離婚が少なかった結婚して20年以上の夫婦の

64.9%

離婚、
いわゆる
「熟年離婚」
は増加傾向にあります。

オリックス･リビング
「第7回介護に関する意識調査」
（https://www.orixliving.jp/company/pdf/pressinfo_151104.pdf）

Laurin D, et al. Arch Neurol. 2001 Mar;58(3):498-504.

メタボリックと認知症の関係

認知症高齢者の消費者トラブル

中年期の肥満の認知症発症率

1.4倍
1 1499件

年間 万
中年期の肥満＝メタボリック症候群は、認知症のリスク

特にふとんや住宅リフォームの訪問販売や健康食品送

因子とされています。高齢期の肥満については逆にリス

り付け商法の被害が増加しています。

クが低下するという報告もあります。
国民生活センター,平成26年9月11日発表報道発表資料
（http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140911_1.pdf）

Pedditzi E. et al. Age Ageing. 2016 Sep;45(5):740
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もしものときのソナエ、
していますか？

「ソナエ人 」度 チェックシート
あなたの「ソナエ人」度を確かめてみましょう。

YES

START

NO

台風が来る前に、
必ず防災用品の
確認を行う

家族で将来のことを
話し合っている

もしものときのために
火の起こし方を
3種類知っている

夏休みの宿題は
お盆前には終わらせる
タイプだ

栄養バランスの
よい食事を
心がけている

ダイエットは
成功したことがない

大事な約束の10分前には
現地に着いているのは
当然だ

「認知症のソナエ」
冊子を熟読した

、考えてみまし
り
ょ
ぱ
っ

!
う

や

将来のこと、
考えてみようと思う

STARTにもどる
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?
「ソナエ人」
とは・・・
人生に前向きに転ばぬ先の杖を持って歩む人のことです。

ソナエ人度

100%

あなたは
立派な「ソナエ人」です

健康的な生活と、
もしもの時のソナエをしっかり行うあなた
遺言を作成し、
毎年内容を見直している

は立派な
「ソナエ人」
と言えます。今後もソナエある生活を
続けましょう。

ソナエ人度

80%

ウォーキングなどの
運動習慣がある

健康的な生活は心がけられていますが、将来のソナエに少
し不安があります。
もしもの時のソナエをしっかり形にしてお
きましょう。

ソナエ人度

50%

健診結果を踏まえ、
生活スタイルを
見直している

まだ、ソナエられることが
あります

健康であることは
とても大切です

もしものリスクにソナエる意識は高く、
「ソナエ人」
としての一歩を
踏み出しています。ですが、健康的な生活を送ることもとても大切
です。食生活や運動習慣を見直してみるのもよいかもしれません。

ソナエ人度

20%

たくさん、
ソナエられることがあります

健康ともしもの時のソナエは、
さまざまなリスクに満ちた人
生の山谷を乗り越える車の両輪となります。
自分らしく暮ら
し続けるために、
将来のソナエについて考えてみましょう。
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困ったときに安心！

相談窓口リスト

テーマ別

各ページで紹介してきた
「認知症のソナエ」。
もっと詳しく制度や具体的な手続きが知りたい‼
という人のために、
テーマ別に困ったときに役立つ相談先を一覧にまとめました。

認知症について相談したい
かかりつけ医の先生やお近くの
「地域包括支援センター」
に相談してみましょう。
お住まいの自治体の福祉や介護の担当課でも相談できます。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 認知症の人と家族の会ホームページ

http://www.alzheimer.or.jp/

認知症についての解説やケアについて家族目線で学べるコンテンツがあります。
● 認知症介護情報ネットワーク

https://www.dcnet.gr.jp/

認知症介護研究・研修センターが開設。認知症について動画でも学べます。
● 認知症を知り、
認知症と生きるe-65.net［イーローゴ・ネット］

http://www.e-65.net/

認知症の疾患解説や支援策、生活のヒントなどがまとめられています。
● Alzheimer's

Association https://www.alz.org/

アルツハイマー型認知症の全世界的な協会のホームページです。
日本語版もあります。

認知症専門医を探したい
まずは、
かかりつけ医の先生に相談してみましょう。
また、各医学会のホームページで学会認定の認知症専門医の一覧を紹介しています。
お近くの専門医を探すことができます。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 日本認知症学会ホームページ

http://dementia.umin.jp/

日本認知症学会専門医のリストと所属先が掲載されています。
● 日本精神科医学会ホームページ

https://www.nisseikyo.or.jp/igakukai/

日精協認定認知症専門医の認定者と所属先のリストがダウンロードできます。
● 認知症の人と家族の会ホームページ

http://www.alzheimer.or.jp/

「もの忘れ外来」
「認知症外来」
などの医療機関の全国一覧がダウンロードできます。
● お住まいの都道府県ホームページで
「認知症疾患医療センター」
を検索

都道府県内の認知症疾患医療センターの一覧が調べられます。
● 認知症を知り、
認知症と生きるe-65.net［イーローゴ・ネット］

http://www.e-65.net/

マップや住所からお近くの認知症対応可能な医療機関などが検索できます。

公的介護保険の利用について相談したい
まずは、
お住まいの自治体の介護保険担当窓口か地域包括支援センターに相談してみましょう。
介護の必要度を調べ、必要な手続きを教えてくれます。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 認知症を知り、
認知症と生きるe-65.net［イーローゴ・ネット］

http://www.e-65.net/

マップや住所からお近くの
「地域包括支援センター」
などが検索できます。
● WAMNETホームページ

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/

自治体の相談窓口へのリンクや地域包括支援センター、介護サービスが調べられます。
● 厚生労働省

介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

お住まいの地域の介護保険サービス事業所や生活支援サービスが検索できます。

まずは、
よろず相談窓口
「地域包括支援センター」
へ
地域包括支援センターは、認知症にかかわる医療・介護やサポートの総合相談窓口です。困ったことがあれば、
まずは
「地域包
括支援センター」
と覚えておきましょう。
認知症を知り、認知症と生きる e-65.net
では、
お近くの地域包括支援セ
［イーローゴ・ネット］
（http://www.e-65.net/）
ンターや認知症対応の医療機関を地図や住所から探すことができるようになっています。
また、
お住まいの地域の該当セン
ター、医療機関を無料で案内する電話窓口も用意しています。相談先探しに活用してみましょう。
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認知症介護の仲間がほしい
認知症の家族会が各地域で様々な活動をしています。
大きな全国団体もありますので、
まずは身近な地域の仲間がいるか調べてみるのもよいかもしれません。
お住まいの自治体で認知症の方や家族の交流事業を実施していることもあります。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 認知症の人と家族の会ホームページ

http://www.alzheimer.or.jp/

全国47都道府県に支部がある認知症の家族会です。
● 若年性認知症家族会・彩星の会ホームページ

http://hoshinokai.org/

65歳以下で発症する若年認知症の家族会です。
● レビー小体型認知症サポートネットワーク

http://dlbsn.org/

レビー小体型認知症の家族会、交流組織です。

成年後見制度について知りたい
まずは、
お近くの
「地域包括支援センター」
に相談してみましょう。
お住まいの自治体が成年後見制度の相談や利用支援を行っている場合もあります。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 日本弁護士連合会

https://www.nichibenren.or.jp/

弁護士による法律相談の案内や取扱い業務などから弁護士も探すことできます。
● 裁判所

http://www.courts.go.jp/

成年後見制度についての手続きなどを解説する
「後見ポータルサイト」
もあります。
● 成年後見センター・リーガルサポート

https://www.legal-support.or.jp/

司法書士による権利擁護サポートセンターです。制度解説や相談窓口紹介もあります。
● 法テラス

https://www.houterasu.or.jp/

国が設立した法的トラブル解決の総合案内所。
メールや電話での相談も受け付けます。

日常生活自立支援事業について知りたい
まずは、
お近くの
「地域包括支援センター」
に相談してみましょう。
お住まいの自治体が成年後見制度の相談や利用支援を行っている場合もあります。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 全国社会福祉協議会

https://www.shakyo.or.jp/

内容や利用方法について冊子がダウンロードできます。
お近くの社会福祉協議会も調べられます。

遺言と相続について知りたい
遺言や相続には法的なルールがあります。法律に通じた弁護士などの先生に相談してみましょう。
国が設立した法的な問題の総合案内所法テラス
（https://www.houterasu.or.jp/）
では、
無料でメールや電話での相談を実施しています。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 法テラス

https://www.houterasu.or.jp/

国が設立した法的トラブル解決の総合案内所。
メールや電話での相談も受け付けます。
● 日本公証人連合会

http://www.koshonin.gr.jp/

遺言の種類や作成方法についてQ&A形式で解説しています。

信託制度について知りたい
信託協会や各信託銀行に相談してみましょう。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 信託協会

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/

信託制度の解説やパンフレット、相談窓口を設置しています。
● 各信託銀行のホームページ

信託制度の解説やサービスプランが紹介されています。

在宅医療について知りたい
かかりつけ医の先生に相談してみましょう。
もっと詳しく
知りたい場合には

● 在宅医療助成

勇美記念財団 http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/

在宅医療の解説や訪問医の探し方などさまざまな情報を紹介しています。
● 在宅医療の情報サイト

homedi（ホメディ） https://homedi.eisai.jp/

在宅医の探し方や医療費の目安など在宅医療に役立つさまざまな情報を紹介しています。
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