
認知症疾患
医療センター

一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院

【受付時間】　平日 9：00～17：00　土曜 9：00～12：00（日祝を除く）　
【専用電話】　☎０１７２－３５－６４６４（ＦＡＸ兼）

　　　　　　☎０１２０－０８５－２５５（フリーダイヤル）

もの忘れに関する困りごと悩みごと 一緒に考えましょう

一人で悩まず、まずはお気軽にお電話ください

もの忘れ無料相談

事業所・
専門職の方向け

～認知症か
な？と思ったら～センター利用の手引き　
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認知症かな…と思ったら

　高齢化が進む日本では、いまや 85 歳以上の４人に一人が認知
症になっていると言われます。認知症は、誰もがなる可能性のあ
る身近な病気です。

　認知症が進行すると、日常生活を上手く送ることが難しくなり
ます。早く治療を開始すれば症状の進行を遅らせることができま
す。認知症を心配している方がおられましたら、出来るだけ早め
に医療機関への受診を検討してください。他の病気と同じように、
早期発見・早期治療が重要です。

　症状が進むと、家族による介護が必要になります。認知症介護は、
身体の病気の介護とは異なる苦労があり、それが長期間に及ぶこ
とも多いですので、家族が頑張りすぎて疲弊してしまいかねませ
ん。安心して地域で暮らしてもらうために、医療や介護のサービス、
行政相談窓口等を活用していただき、家族への支援を行うことも
必要です。
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認知症疾患医療センターとは

　当センターでは、平成 23 年 11 月より青森県の委託を受け、地域における
認知症の早期発見・早期治療と、地域・関係機関との連携強化、保健医療水準
の向上などを目的として活動を行っています。

認知症疾患医療センターの役割は主に

■「早期診断・認知症の鑑別」
■「医療の提供」
■「相談対応」
■「認知症に関する研修」
に分けられます。

早期診断
認知症の鑑別

認知症に
関する研修

医療の提供 相談対応

〈医療の提供〉
認知症であると診断された方には、
外来通院あるいは入院治療による医
療を提供します。

〈認知症に関する研修〉
認知症に関する知識の普及のため、
地域住民や専門職への研修を企画・
開催します。

〈早期診断・認知症の鑑別〉
認知症は早期の治療開始が重要です。
認知症疾患医療センターでは早めに
受診できるよう調整し、認知症かど
うかの判断・鑑別を行います。

〈相談対応〉
専門の職員が認知症に関する相談に
対応します。電話や面談による相談
が可能です。
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専門医療機関としての役割

地域のかかりつけ医と連携し、
専門的な検査・医療を提供します

本人・家族など

かかりつけ医 認知症疾患医療センター

薬剤調整・BPSDへの対応 各種検査・鑑別診断

相談相談

相談

助
言

津軽地域認知症協力医療機関

　当センターでは、医療・介護関係機関や地域住民への情報提供を目的として、
認知症の相談・鑑別・治療に対応している医療機関をまとめた「認知症協力医療
機関名簿」を作成しました。認知症の受診を検討される際、円滑な医療との連携
のためにご活用下さい。
　最新の名簿は、当院ホームページ（http://aiseikai-hp.or.jp）から、常時ご覧
いただけます。
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相談からセンター（もの忘れ外来）受診までの流れ

もの忘れ無料相談
　※専門相談員が基本情報を聞き取りします。

受診日決定
　※もの忘れ外来との受診調整を行います。

もの忘れ外来受診・検査
１．相談員が経過や状況をうかがいます（30 分程度）

２．医師が診察をします。

３．認知機能検査（心理検査）、血液検査、脳画像検査（CT スキャン）
など各種検査を行います。

　※連携病院に依頼し、更に詳しい画像検査を行う場合もあります。

４．検査の結果を含めて、診断についてご説明します。
　※検査等の内容によっては、説明が後日になる場合もあります。

５．治療が必要な場合は、治療の方法などについてご説明します。

６．状況にもよりますが、診察・検査には 3 時間程要する場合があ
ります。

会計

最近もの忘れが気になる
どこかに相談したい
検査を受けてみたい
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「もの忘れ無料相談」窓口を活用下さい

受診予約申し込み票を活用下さい

　専門相談員が一人ひとりに合った支援方法を一緒に考え、様々なお手伝いを
します。認知症に関する事であれば、どんな内容の相談にも応じています。

　当センターへ受診相談される際には、次ページの「受診予約申し込みカード」
をご活用ください。なお、受診日時などについて、改めてご連絡をさせていただ
く場合があります。
　申込みカードは当院ホームページ（http://aiseikai-hp.or.jp）からもご覧いた
だけます。
　※個人情報のお取り扱いには十分にご注意ください

☎0172-35-6464（Fax兼）
☎0120-085-255（フリーダイヤル）

平日 9：00 〜17：00　土曜 9：00 〜12：00　日祝を除く　

〈主な相談内容〉
①受診・検査などに関する相談

②接し方・対応方法などの相談

③利用可能な制度・サービスなどの紹介

④その他の相談
→認知症の相談が出来る医療機関が知りたい
→認知症疾患医療センターのパンフレット・チラシがほしい
→認知症に関する勉強会開催
→認知症サポーター養成講座
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各種費用（弘前愛成会病院 自己負担 3 割の方の場合）

□ 初診・診察料 8,230 円（3 割負担：2,469 円）

□ 頭部 CT スキャン 13,200 円（3 割負担：3,960 円）

※令和元年 10 月時点での料金です。当センターで、公的医療保険を使用し
た場合の請求額になります。大まかな目安として参考にして下さい。

※これ以外に、その他検査料（血液検査など）、薬の処方（院外薬局）などか
かります。詳細に確認したい方は直接お問い合わせください。

新患受診の際に必要なもの

□ 保険証

□ 紹介状（診療情報提供書）※かかりつけ医がある場合のみ

□ お薬手帳

※詳細については予約の際にご確認下さい

注意事項

□ 事前予約が必要です

□ 初回受診や入院が必要になる際にはご家族の同伴が必要です

□ これまでの生活の様子や病状の経緯などを詳細に教えて頂きます

□ 検査等のためかなりの時間を要する場合があります

□ 大まかな費用等については直接お問い合わせください
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　認知症に関する知識の普及・啓発を推進するため、 出前講座を実施しています。
職場でのセミナー、地域での集まりなどで勉強会を企画する際などにぜひご活
用ください。

認知症出前講座

認知症情報連携ツール
　当センターにて受診・鑑別診断を行われた方を対
象として、青森県版認知症情報連携ツール「あおも
り医療・介護手帳」（青森県作成）の配布を行って
います。
※令和元年度は青森県認知症情報連携ツール運用モデル事業として当セ
ンターのみでの運用

　ご本人が現在受けている治療や介護などの状況を
関係者（ケアマネジャー、かかりつけ医、歯科医、
かかりつけ薬局など）の間で共有し、ご本人やご家
族に対してより良い支援を行うことを主な目的とし
ています。
　手帳の発行は無料です。利用をご希望の方は、当
センターもの忘れ無料相談窓口までご相談下さい。

認知症の勉強会を企画してみませんか？
※講師謝礼など費用は頂きません。

※テーマ・内容、日時・場所などについてはご希望をお伺いします。
　→テーマ例）「認知症について」、「予防方法」、「対応方法」など

※その他、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

〈申込み先〉
「もの忘れ無料相談」窓口
☎0120-085-255

認知症勉強会
認知症って何だろう
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青森県内（中南地区以外）の認知症疾患医療センター

〈西北地区〉
つがる西北五広域連合　つがる総合病院内
TEL 0173-35-8753
○月～金（祝日を除く）10：00～ 15：00

〈上北地区〉
高松病院グループ　高松病院内
TEL 0176-23-7785
○月～金（祝日を除く）8：30～ 17：15
○第 1・3・5土（祝日除く）8：30～ 13：45

〈東青地区〉
青森県立つくしが丘病院内
TEL 017-788-2988
○月～金（祝日を除く）９：00～ 16：00

〈三八地区〉
医療法人（財団）青仁会　青南病院内
TEL 0178-27-5977
○月～金（祝日を除く）8：00～ 17：00

〈下北地区〉
むつ総合病院内
TEL 0175-23-3373
○月～金（祝日を除く）9：00～ 16：30

認知症の人と家族の会
認知症の人と家族の会　青森県支部

TEL　0178 － 34 － 5320（代表：石戸育子）
 ○水・金 13 時〜 15 時

　公益社団法人認知症の人と家族の会が運営する相談窓口で、電話相談を実施しています。
認知症に関する知識や介護の仕方等、経験者に丁寧に相談対応してもらう事が出来ます。

在宅医療・介護連携支援センター
一般社団法人弘前市医師会
弘前地区在宅医療・介護連携支援センターそよかぜ

TEL　0172 － 32 － 2371（代表）　そよかぜ内線 421
〒 036-8045　弘前市野田 2-7-1　弘前市医師会館 4 階

　在宅での医療・介護に係る相談に対応してもらうことが出来ます。

若年性認知症総合支援センター
青森県若年性認知症総合支援センター

TEL　0178 － 38 － 1360（月〜木　9：00 〜 16：00）
〒 039-1101　八戸市尻内町島田 13-1

　若年性認知症の人や家族、若年性認知症の人と関わっている関係機関や企業等からの
相談に対応しています。
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地域包括支援センター

公的機関

弘前市
第一地域包括支援センター 野田 2 丁目 2-1 31-1203 第一中学校区

第二地域包括支援センター 藤野２丁目 6-1 31-3811 第二中学校区

第三地域包括支援センター 豊原 1 丁目 1-2 39-2515
南・第三中学校区

（南中は松原小に限る）

東部地域包括支援センター 福村字早稲田 27-1 26-2433 東・第五中学校区

西部地域包括支援センター 賀田２丁目 4-2 82-1516 津軽・常盤野・東目屋中学校区

南部地域包括支援センター 小沢字山崎 44-9 87-6779
第四・石川・相馬・南中学校区

（南中は松原小を除く）

北部地域包括支援センター 高杉字山下 298-1 95-2100 新和・北辰・船沢・裾野中学校区

その他市町村
黒石市地域包括支援センター 黒石市大字市ノ町 11-1 52-2111 黒石市

平川市地域包括支援センター 平川市柏木町藤山 16-1 44-1111 平川市

西目屋村地域包括支援センター 中津軽郡西目屋村大字田代字稲元 144 85-2804 西目屋村

藤崎町地域包括支援センター 南津軽郡藤崎町大字常盤字富田 67-1 65-4155 藤崎町

大鰐町地域包括支援センター 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館 5-3 48-2111 大鰐町

田舎館村地域包括支援センター 南津軽郡田舎館村大字八反田字古舘 206-1 58-3704 田舎館村

板柳町地域包括支援センター 北津軽郡板柳町大字福野田字実田 11-7 79-2116 板柳町

　市町村役場及び保健センター（高齢者の保健福祉サービスや介護保険の相談
や健康に関する全般の相談）、保健所（心の健康相談）など



【認知症疾患医療センターへのアクセス】

■弘南バス［学 園 町 線］　ＪＲ弘前駅前発＝北園町前下車　徒歩すぐ

■弘南バス［小栗山・狼森線］　ＪＲ弘前駅前発＝三中校前下車　徒歩７分

■弘南鉄道大鰐線　弘前学院大前駅下車　徒歩１５分

交 通 案 内

みちのく銀行
GS

　第三中学校
ツルハ

ドラッグ

弘前大学附属
小中学校

弘前愛成会病院内
認知症疾患医療センター

弘前大学
弘前実業高校

■枡形交番

文京小学校

弘前駅

令和元年 11 月 1 日改訂


