


　このガイドブックは、市民の皆さんに、認知症について正しく

理解していただくとともに、認知症になっても住み慣れた笠間

市で安心して暮らし続けることができるように、認知症の状態

に応じた支援や、医療、介護サービスなどをまとめたものです。

　ご自身やご家族が認知症になった時の不安が軽減され、認知症

の人も介護する人も笠間市で安心して暮らしていくための参考

として、ご活用ください。
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1│認知症の種類と特徴	

①アルツハイマー型認知症

　認知症の中で最も多く、全体の半数以上を占める代表的
な病気です。脳（特に海馬）が委縮していき身体の機能も徐々
に失われ、比較的早い段階から記憶障害等の症状がみられ
ます。

②レビー小体型認知症

　レビー小体という物質が、脳の神経細胞に溜まることに
よって起こります。初期の段階から、もの忘れに加えて、「部
屋の中に蛇がいる」というような幻視、「壁のシミが虫に見
える」等の錯視などの症状がみられます。

③前頭側頭型認知症

　脳の前頭葉（前の方）や側頭葉（横の方）で、脳の萎縮がみ
られ、遠慮がなくなったり、暴力的になるなどの性格の変
化や、これまで何の問題のなかった人が、突然、万引きや
信号無視など異常な行動をすることから症状が始まること
が多いのも特徴です。

④脳血管性認知症

　脳梗塞や脳出血など脳血管障害によって引き起こされる
認知症です。
　神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、神経細胞が
死んでしまうため、意欲が低下したり、複雑な作業ができ
なくなったりします。

認知症とは1
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、
働きが悪くなったりするために、記憶力や判断力等が低下し、
日常生活に支障が出ている状態をいいます。
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　認知症の症状は様々ですが、「中核症状」と「行動・心理症状」の2種類に大きく
分けられています。
　「中核症状」は脳の細胞が壊れることで直接起きる症状で、記憶障害や見当識障害
などがこれにあたります。
　「行動・心理症状」は中核症状をもとに本人の性格や周囲とのかかわり方、環境な
どが関係して引き起こされる二次的な症状で、認知症の症状として知られる「徘徊」
や「妄想」などをいいます。

考えるスピードが遅くなる
家電やATMなどが使えなくなる

・理解・判断力の障害
段取りや計画が立てられない

・実行機能障害
時間や場所、人物などがわからない

・見当識障害

直前のことを忘れる
同じことを何度も言う

・記憶障害

無目的に歩き回る
外へ出ようと

する

徘徊
物を盗まれた等

という

妄想

昼と夜が逆転する

睡眠障害
気持ちが落ち込んで
やる気がでない

抑うつ

環境や人間関係などによって
精神症状や行動に
支障が起きる

行動・心理症状
（BPSD）

中核症状
脳細胞が壊れて直接起きる

なんでも食べよう
とする

食行動異常
落ち着きがない
イライラしやすい

不安・焦燥

暴力・暴言
大きな声を上げる
手をあげようと

する

幻覚
実際にないものが

見える

2│認知症の症状
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早期受診のメリット

〇加齢による「もの忘れ」と「認知症」の違い
加齢によるもの忘れ 認　　知　　症

原 因 加齢によるもの 脳の病気
症状の進行 あまり進行しない 少しずつ進行する

も の 忘 れ 体験した一部を忘れる
（ヒントがあれば思い出せる）

体験したことをまるごと忘れる
（ヒントがあっても思い出せない）

自 覚 もの忘れを自覚している もの忘れを自覚できない
判 断 力 低下しない 低下する
日 常 生 活 支障はない 支障がでる

認知症かな？と思ったら2
認知症も他の病気と同じように、
早期受診と早期対応が大切です。

認知症は、誰にでも起こり得うる脳の病気です。
「何かおかしいな」と思ったら、できるだけ早くかかりつ
け医や相談機関に相談し対応すれば、その人らしい生活
を続けることができます。

進行を遅らせることが可能な場合があります

アルツハイマー型認知症では、薬で進行を遅らせることができるといわれています。

今後の生活の準備をすることができます

病気が理解できる時点で受診し、本人・家族が認知症を少しずつ理解することで、
その後のトラブルを減らせたり、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。

治る認知症や一時的な症状の場合があります

慢性硬膜下血腫や脳腫瘍によるものなど早期に発見し、治療することで、改善が
可能な場合があります。
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認知症の気づき「チェックリスト」
自分でできる

※�このチェックリストの結果はあくまで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。
かかりつけ医または地域包括支援センターに相談してみましょう。

チェックしたら合計を計算➡合計 点

まったく
ない

ときどき
ある

頻繁に
ある

いつも
そうだ

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。

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。

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

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。

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。

最も当てはまるところに〇をつけて
ください。

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

3点1点 2点 4点

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30年12月発行）
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受診について3
日頃から受診されているかかりつけ医は、普段の状況をよく知って
いることから、気軽に相談できる存在です。
まずはかかりつけ医にご相談ください。

県ホームページ（認知症を知るページ）より

認知症サポート医（県養成）
認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包
括支援センターとの連携の推進役となる医師です。

医 療 機 関 名 氏　　名

あやか内科クリニック 白土　綾佳

石本病院 石本　祐子

茨城県立中央病院 鯨岡　裕司

笠間市立病院 石塚　恒夫

もの忘れ外来
もの忘れが気がかりな方のための専門外来です。…※事前に予約・問合せが必要です。

医 療 機 関 名 所　　在　　地 電 話 番 号

あやか内科クリニック 笠間市八雲2-5-25 0296-71-3022

笠間市立病院 笠間市南友部1966-1 0296-77-0034

茨城県立中央病院 笠間市鯉淵6528 0296-77-1121

認知症対応力向上研修※を受講したかかりつけ医一覧

医 療 機 関 名 氏　　名

いけうち医院 池内　利夫

石本病院
石本　　誠

石本　祐子

梅里クリニック 梅里　義博

笠間市立病院 石塚　恒夫

河村医院 河村　一敏

佐藤医院
佐藤　　怜

橋本　紀子

医 療 機 関 名 氏　　名

立川記念病院 菊池　　誠

ねもとクリニック 根本　　賢

本多内科・循環器科
医院

本多　教章

常陸クリニック 常井　　実

※�認知症対応力向上研修：茨城県がおこなう、認知症
の診療や認知症の人とその家族を支える知識と方法
を理解する研修
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認知症疾患医療センター
地域の医療機関・介護保険機関等との連携を図りながら、認知症の鑑別診断、治療、問題行動へ
の対応についての相談などを行う専門の医療機関です。…※事前の電話予約が必要です。

医 療 機 関 名 所　　在　　地 電 話 番 号

汐ヶ崎病院 水戸市大串町715 029-269-9017

石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎4698 029-293-7165

日立梅ヶ丘病院 日立市大久保町2409-3 0294-35-2764

志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-58-8020

栗田病院 那珂市豊喰505 029-298-1396

鹿島病院 鹿嶋市平井1129-2 0299-82-2167

豊後荘病院 石岡市部原760-1 0299-36-6007

とよさと病院 つくば市田倉4725 029-847-9581

宮本病院 稲敷市幸田1247 0299-94-3080

池田病院 龍ヶ崎市貝原塚町3690-2 0297-64-6582

三岳荘小松崎病院 筑西市中舘69-1 0296-24-2410

古河赤十字病院 古河市下山町1150 0280-23-7121

筑波大学付属病院（基幹型） つくば市天久保2-1-1 029-853-3645

●気 に な る 症 状

いつ頃から　　　　年　　　月ごろから

・症状が出始めた頃に病気や事故、気になるきっかけ等があったか
　□ ある［　　　　　　　　　　　］　　□ ない

●これまでかかった病気［ ］

●現在治療中の病気［ ］

内服薬［ ］

●日常生活の状況（睡眠状況・歩行・排泄・入浴等）

□ 寝ているときに大声をあげたり手足をバタバタしたりする　　　 □ 歩行が小刻み
□ 手足の動きが鈍い　□ 排泄が間に合わず衣類を汚すことがある　□ 入浴を嫌がる

●その他、家族が心配なこと、気がかりなこと

もの忘れ相談票 診察時に家族が準備しておきたい情報
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認知症の人の気持ち

認知症の人との接し方

4

5

認知症の人は「何もわからない」と思いがちですがそれは間違いです。
認知症の症状に最初に気づくのは本人です。

今までの自分でなくなっていくことに不安や悲しみを一番感じている
のは本人です。本人の気持ち、何を求めているかを考え、本人がやり
たいことができるように支援すると安心して生活できます。

できることのお手伝いをしましょう。

認知症になっても、すべてのことができなくなるわけではありません。
本人ができることを生かしながらお手伝いをしましょう。
「できないこと探し」ではなく「本人のできること」を生かしながら声かけや手伝い
を心がけましょう。

ゆっくり、わかりやすい言葉で話しましょう。

認知症の人に一度にたくさんのことを話しかけると混乱してしまいます。
「ゆっくりと短い言葉で、おだやかに」伝えることがポイントです。

尊厳・プライドを大切にした対応をしましょう。

認知症の人は不安を抱え、自分の変化に混乱しています。叱ったり、否定したり
すると傷つき、また、被害感情や孤独感を募らせることになります。

不　安 うつ状態 怒りっぽくなる

　もの忘れが増えたり、
今までできていたことが
できなくなることが多く
なり、「なんだかおかしい」
「これからどうなるんだろ
う」と感じ始めます。

　物忘れや失敗が増えて
「何でこんなことができな
いのか」「また失敗してし
まうのではないか」情け
ない・自信がないと気分
が沈んでうつ状態になる
ことがあります。

　何か失敗した時や失敗
を指摘された時にどうし
ていいかわからず混乱し、
イライラしやすくなった
り、不機嫌になったりす
ることがあります。
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相談しましょう6
認知症や介護についての悩みや相談がある場合
は、本人や家族だけで抱え込まず、かかりつけ
医をはじめ、専門機関などに早めに相談しま
しょう。

笠間市地域包括支援センター
「ほのぼの」

高齢者の生活や介護に関することの
総合相談窓口です。社会福祉士、主
任介護支援専門員、保健師が相談、
支援します。

電話…0296-78-5871

笠間市高齢福祉課・
各支所福祉課

介護保険の手続きや福祉サービス
などをご案内します。

電話…0296-77-1101（代表）

公益社団法人
認知症の人と家族の会

認知症に関することや、介護の仕方
など、介護経験者が電話相談、家族
の集いなどを行っています。

電話…029-828-8099
（月～金曜日の13時～16時）

若年性認知症
コールセンター

65歳未満の若年性認知症の人やご家
族が抱える悩み、心配事の相談に応
じています。

電話…0800-100-2707
（月～土曜日の10時～15時）

認知症地域相談員

市内8施設に笠間市が委嘱した相談員がおり、認知症の人やその家族からの
相談に応じています。

施　　　設 電話番号
特別養護老人ホーム…宍戸苑 0296-78-2221

ケアハウス悠 0296-78-1133
認知症対応型通所介護センター…
かさまグリーンハウス 0296-72-8134

笠間市社会福祉協議会（笠間支所）0296-73-0084

施　　　設 電話番号
特別養護老人ホーム…
すずらんの里 0299-45-0555

笠間市立病院 0296-77-0034

介護センターかさま 0296-70-1331

立川記念病院 0296-77-7211
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認知症の進行に応じたサービスを紹介します

笠間市認知症安心ガイド

認知症の進行 認知症の疑い 認知症を有するが
日常生活は自立

誰かの見守りがあれば
日常生活は自立

日常生活に手助け・
介護が必要 常に介護が必要

本人の様子

もの忘れはある
が、金銭管理や買
い物、書類作成等
を含め、日常生活
は自立している

買 い 物 や 事 務、
金銭管理等に間
違いがみられる
が、日常生活はほ
ぼ自立している

服薬管理ができ
ない、電話の応
対や訪問者の対
応などが1人では
難しい

着替えや食事、ト
イレ等がうまくで
きない

ほぼ寝たきりで
意思の疎通が困
難である

家族の
心構え等

■ 認知症に関する
知識や理解を深
めましょう

■ 何かおかしいと
思ったら、かか
りつけ医や地域
包 括 支 援 セ ン
ターに相談しま
しょう

■ 今後の生活設計
（介護、金銭管
理など）につい
て話し合ってみ
ましょう

主
な
支
援
・
サ
ー
ビ
ス

予防・地域
での交流

　

安否確認・
見守り

生活支援
・介護

医　療

家族支援

住まい

■ できなかったり、間違っても責めたりせず、自信を喪失させないよう
さりげなくフォローしましょう

■ 介護保険サービス等を上手に利用して、頑張りすぎない介護を心がけ
ましょう

シルバーリハビリ体操・スクエアステップ教室

高齢者クラブ・ふれあいサロン・趣味のサークル活動　

介護予防教室・健康に関する講座

介護保険通所サービス（通所介護・通所リハビリテーションなど）

徘徊高齢者等SOSネットワーク・GPS器機貸出・高齢者見守りあんしんシステム

認知症サポーター・民生委員・隣近所

在宅福祉サービス・シルバー人材センター・配食サービス

かかりつけ医・認知症サポート医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局・認知症疾患医療センター

日常生活自立支援・成年後見制度

介護保険サービス
（通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・訪問看護・短期入所生活介護など）

認知症カフェ・家族のつどい・電話相談・認知症地域相談員

自宅・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅

ケアハウス 介護保険施設
（グループホーム・老人保健施設・特別養護老人ホーム）

訪問看護・訪問リハビリ・訪問診療
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いろいろなサービスと資源

名　　　称 内　　　　容 問　　合　　せ

予防・地域での交流

シルバーリハビリ
体操

関節の柔軟性を高め、立つ、座る、歩くなど日常生活を
営むために必要な筋肉をできるだけ長く維持するための
体操です。

地域包括
支援センター

0296-78-5871

スクエアステップ
教室

一辺25㎝の“ます”を、決められたステップパターンを
覚え踏んでいく運動です。下肢の筋力アップと認知機能
能力の向上がはかれます。

ふれあいサロン
元気に生活できることを目的に、地域の公民館などで、
地域の方同士が気軽に集まって体操や趣味活動をするな
どして、楽しく交流します。

介護予防教室 認知症予防や運動に関する教室を、年に数回開催してい
ます。

安否確認・見守り

見守りあんしん
システム

自宅に通報装置を設置し、急病やけが等の緊急時にボタ
ンを押すと、警備会社に通報され、救急車の要請や、緊
急連絡先と連携します。

高齢福祉課
0296-77-1101

SOSネットワーク

認知症の人が行方不明となった場合に、市から協力事業
所（郵便局や宅配業者など）の方に情報提供することで、
可能な範囲で捜査に協力をいただき、すみやかに発見、
保護する仕組みです。

GPS器機
貸出事業

認知症の人が行方不明となった場合に、家族がスマート
フォンなどから検索して位置情報が確認できることがで
きるよう、位置情報端末機（GPS）の貸出します。

ひとり暮らし
高齢者登録

65歳以上のひとり暮らしの人の緊急連絡先等の情報を
登録し、日常の見守り活動や緊急時に活用します。登録
調査は、民生委員児童委員へ依頼しています。

救急医療情報
キット配布

救急時に必要な情報（かかりつけ病院等の医療情報、緊
急連絡先など）を入れたキットを作成し、自宅に保管し
ます。万が一、救急隊が病院に搬送する際にその情報を
利用し、迅速に対応します。

おかえりマーク

行方不明になった際に備えて、靴やつえ、衣類など身の
回りの物に「おかえりマーク」をつけておくと、警察な
どに保護された際、登録番号から本人を特定し、家族に
連絡することができます。

在宅ケアチーム

高齢者や障がい者等支援を必要とする方々に対して、地
域ケアコーディネーターが中心となり、医療・福祉の関
係者や地域住民・ボランティア等による在宅ケアチーム
を編成し、本人及び家族の見守り、生活支援を行います。 社会福祉協議会

0296-77-0730

ふれあい電話 75歳以上のひとり暮らしの人に電話による見守りや交
流を図ります。
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名　　　称 内　　　　容 問　　合　　せ

生活支援

在宅福祉サービス
「困った時はお互いさま」の精神で、協力できる人が協力
会員として登録し、家事、送迎等の支援を有償で提供し
ます。 社会福祉協議会

0296-77-0730
配食サービス 食事作りが困難な70歳以上のひとり暮らしの人に、安

否確認を含めたお弁当の宅配を行います。

シルバー
人材センター

さまざまな仕事を引き受けて、地域の経験豊かな高齢者
の方々に仕事を提供する公益法人です。 0296-73-0373

デマンドタクシー
市民が利用できる乗り合いタクシーです。事前に利用登
録を行い、乗車チケットを購入した上で、予約が必要と
なります。

企画政策課
0296-77-1101
予約センター
0296-70-9000

日常生活
自立支援事業

認知症や知的障がい者等で、金銭管理や判断能力に不安
がある方の、福祉サービスの手続きや金銭管理（現金、
通帳等）の支援を行います。

社会福祉協議会
0296-77-0730

成年後見制度
認知症等で、判断能力が不十分な方に対し、後見人等が
代理し、財産管理や必要な契約を結ぶなど法律行為を支
援する制度です。

地域包括
支援センター
0296-78-5871

家族への支援

認知症カフェ
もの忘れが気になる人、認知症の人やそのご家族と専門
職がゆっくりお茶を飲みながら話をしたり、レクリエー
ションをするなどして交流する場です。

・フロイデ
・すずらんの里

認知症の人と
家族の「つどい」

「つどい」は認知症の人とそのご家族が、日頃の悩みや不
安を語り合う場です。同じ介護の苦労を話すことで、心
が軽くなったり、役立つ情報を得ることができます。
★つくば会場…場所：つくば市役所
　　　　　　　毎月第1金曜日（13時～15時）
★水戸会場……場所：水戸合同庁舎
　　　　　　　毎月第2金曜日（13時～15時）

公益社団法人
認知症の人と家族の会

茨城県支部
【電話相談】
029-828-8099
月～金曜日
13時～16時

認知症の人とそのご家族、もの忘れの心配がある方、地域の方々
が、気軽に参加できる交流の場です。お茶を飲みながら、日頃
の心配事や介護のことなどを自由に話したり、認知症について
の相談ができます。

名 称（ 場 所 ） 実 施 日 時 参加費 電 話 番 号

オレンジカフェ　フライブルク
（フロイデ総合在宅サポートセンター友部：鯉淵6526-19）

毎月第3水曜日
14時～15時30分 300円 0296-73-5577

すずらんカフェ
（特別養護老人ホームすずらんの里内：土師1283-5）

毎月第3日曜日
14時～15時30分 200円 0299-45-0555

認知症カフェ
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介護保険サービス

サービスの種類 サービスの内容

在
宅
サ
ー
ビ
ス

〇訪問サービス……自宅で受けるサービス

訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、身体的介護（食事、入浴、排せつのお世話、
通院の付き添いなど）や生活援助（住居の掃除、洗濯、買い物、食
事の準備、調理など）を行います。

訪問入浴介護… 移動入浴車で訪問し、看護師や介護職員が入浴の介助を行います。

訪問看護 看護師などが訪問し、看護ケアや点滴の管理などを行います。

訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが訪問し、1対1でリハビリを行います。

居宅療養管理指導… 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の服用や栄
養指導など療養上の管理・指導をします。

〇通所サービス……施設に通って受けるサービス

通所介護（デイサービス）… デイサービスセンターで日帰りで、食事・入浴などの介護や日常生
活の支援が受けられます。

通所リハビリテーション
（デイケア）

介護老人保健施設などで、日帰りで、理学療法士らによるリハビリ
を受けるほか、食事・入浴などの介護や日常生活の支援が受けられ
ます。

地域包括支援センターの福祉・介護の専門職
と市立病院の医療専門職（作業療法士、看護
師など）医師が連携しながら認知症の支援を
行うチームです。

認知症の人（疑いのある人）やそのご家族を
訪問し、今後の対応を一緒に考えます。そし
て、病院受診や介護保険サービスの利用、ご
家族の負担軽減等の支援を行います。

認知症の症状などでお困りの方

「認知症初期集中支援チーム」が支援します

【問合せ】笠間市地域包括支援センター　電話…0296-78-5871

40歳以上で自宅で生活しており、認知
症の症状などでお困りの方。

・本人が受診を拒否している
・認知症の治療が中断している
・…介護サービスを利用したいが本人が　
納得しない
・…認知症の症状などで対応に困っている

「認知症初期集中支援チーム」とは？ 対象となる方

どんなことをするの？

これも知っておきたい
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サービスの種類 サービスの内容

在
宅
サ
ー
ビ
ス

〇短期入所サービス……一時的に施設に宿泊できるサービス

短期入所生活介護
（ショートステイ）…

老人福祉施設に一時的に宿泊し、食事・入浴などの介護や、日常生
活の支援が受けられます。

短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）

老人保健施設に一時的に宿泊し、医療的なケアやリハビリ、日常生
活の支援が受けられます。

〇住環境の改善……環境改善のサービス

福祉用具貸与 車いすやベッドなど、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。

特定福祉用具販売… 排せつや入浴に用いる用具に対して、年間上限10万円まで福祉用
具購入費を支給します（自己負担あり）。

居宅介護住宅改修 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円
まで住宅改修費を支給します（自己負担あり）。

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や日常生活の支援が受
けられます。

〇地域密着型サービス……その地域（市）に住む人が受けるサービス

認知症対応型通所介護
認知症の人が日帰りで、食事、入浴などの支援や、専門的ケアが受
けられます。「定員は12人以下」「認知症に関する知識を持った職
員が対応する」などの特徴があります。

小規模多機能型居宅介護 小規模な住居型の施設で、通所・訪問・短期入所のサービスを組み
合わせて受けられます。

認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）

認知症の人が少人数で共同生活を行いながら、見守りや生活支援、
リハビリなどが受けられます。

地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護

29人以下の定員の介護老人福祉施設において、常に介護が必要な
人が、施設で食事・入浴など日常生活の介護が受けられます。

看護小規模多機能型
居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて一体的に提供
するサービスです。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に
連携しながら、定期巡回と随時の対応を行うサービスです。

地域密着型通所介護 利用定員が18人以下の通所介護事業所で、サービス内容は、通所
介護と同様です。

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

長期間入所し、食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けら
れます。要介護3以上の人が対象です。

介護老人保健施設（老健）
一定期間入所し、医療処置と介護・看護やリハビリが受けられます。
リハビリに重点をおき、自宅で介護を受けながら生活できるように
なることが目的。要介護1以上の人が対象です。

介護療養型医療施設
（療養病床）

長期間にわたり療養が必要な方が、介護体制の整った医療施設で、
医療や看護などが受けられます。2023年末までに廃止・転換の方
針が打ち出されています。

介護医療院
介護療養型医療施設の受け皿として創設された施設です。「長期療
養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供し
ます。




