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お問い合わせ
介護や福祉に関する相談

相談先 住 pfi 電話（011)

豊平区保健福祉部保健福祉課 豊平区平岸6条10丁目 822・2461

豊平区第1地域包括支援センター 豊平区美園12条7丁目目．下8 j八1干代ビビ‘jルレ吃2階 841-4165 

豊平区介護予防センター中ノ島 豊平区中ノ島1条8丁目3・18 813-3311 

豊平区介護予防センタ一美園 豊平区美園12条7丁目下8八千代ビル2階 817・1294

豊平区第2地域包括支援センター 豊平区西岡4条3丁目7・5竹田ビル1階 836-6110 

豊平区介議予防センター西岡 豊平区西岡5条12丁目1・2みどりの丘内 581-3000 

豊平区介護予防センター東月寒・福住 豊平区月寒東3条18丁目20・48 852・8830

豊平区第3地蟻包括支援センター 豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル2階 854-7777 

豊平区介護予防センター南平岸 豊平区西岡4条13丁目7・20 584-1325 

豊平区介護予防センター月寒 豊平区月寒西2条5丁目1・2幸栄の里内 857-6110 

札幌市介護支援専門員連絡協議会 北区北10条西4丁目1SCビル2階 792-1811 

札幌市豊平区在宅ケア連絡会事務局
豊平区月寒東5条7丁目2・16・101

889-6700 
。掲ミューテ法人本部内

認知症の家族の会と相談先
・－

相談先 イ主 pfi －電話（011)

札幌認知症の人と家族の会 札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・72階 281-2969 
火・水曜日のみ 10:00～1 s:oo 

＊認知症の正しし、理解と家族の支援 北海道ボランティア・市民活動センタ一内 火・水曜日のみ

北海道認知症コールセンター・家族の会
204-6006 

月から金曜日（祝日年末年始を除く）1 o:oo～15:00 札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・74階
＊認知症の介護相談 月～金曜日

NPO法人 北海道若年認知症の人と家族の会
（通称：NPO法人北海道ひまわりの会） 札幌市中央区北3条西7丁目緑苑ビル

205-0804 

火・水・木曜日のみ 10:00～1 s:oo 608号室
090・8270・2010

＊若年（64才以下）認知症の相談 火・水・木曜日のみ

北海道認知症コールセンター 011・204・6006 月～金曜日 10～15時（祝日、年末年始を除く）

札幌市認知症コールセンター 011・206・7837 月～金曜日 10～15時（祝日、年末年始を除く）

認知症 の 相 談 医 相談のため来院される時は、必ず電話などでご一報ください。

たけだ内科胃腸科クリニック ｜内科・背化器科・胃腸科武田 光顕｜札幌市豊平区豊平4条3丁目3・10
豊平メテ3イカルプラザ1階

とよひら公圏内科クリニック
｜内科・胃腸科
循環器科・呼吸器科

藤本晶子札幌市豊平区豊平4条11丁目3・5

豊和会札幌病院 ｜内科
森 和久
大津久慶 札幌市豊平区豊平5条2丁目3・7 812-1852 

三浦内科循環器クリニック ｜内科循環器科消化器 ｜｜一：甫 直哉札幌市豊平区豊平6条2丁目2-12 I 821 5726 
科・呼吸器科・神経科 -1  

厚生診療所 内科 ｜植林 隆札幌市豊平区豊平6条6丁目2・1 811-1346 

札幌ライラック病院 神経内科 山口 勇雄札幌市豊平区豊平6条8丁目2・18 812-8822 

緑の街診療所 内科 鈴木研一 札幌市豊平区豊平7条13丁目1・1

上村内科医院 内科 上村裕樹 札幌市豊平区美園3条4丁目3・11

美園いとう内科 内科 伊藤利道 札幌市豊平区美園7条4丁目2・15
美園7・4メテごイカルビjレ3階 1816・6777

高台病院 精神科 藤井 充札幌市豊平区平岸7条12丁目1・39I 831・8161

しもでメンタルクリニック ｜精神科・心療内科 下出 道弘札幌市豊平区中の島2条1丁目3・25 833・6662
カムオンビル



医療機関名 診療科名 担当医師名 住 所 電話（011)

中里内科胃腸科クリニック 内科・胃腸科 中里 莞
札幌市豊平区中の島2条5丁目9・1

815-8833 石丸メデイカルビル2階
KK R札幌医療センター 脳神経・内分泌外科 八巻稔明 札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40 822-1811 
苅谷内科クリニック 内科 苅谷克俊 札幌市豊平区平岸2条1丁目7・11 832・2521
小笠原医院 内科 l柳田康博 札幌市豊平区平岸2条5丁目1・12 812・1788

ゃなづめ内科・循環器クリニック 内科・循環器科 ｜築築詰詰 徹邦彦彦 札幌市豊平区平岸2条8丁目4-17 822-1271 

平岸本町内科クリニック 内科・循環器科 小林博昭札幌市豊平区平岸3条6丁目1・36 822-6672 

三野医院
内科・Ij ＼児科

＝野昭＝ 札幌市豊平区平岸4条9丁目13・24831-2234 消化器科・呼吸器科

ふなはし内科消化器科クリニック内科 舟橋 一憲
札幌市豊平区平岸5条8丁目3・15 831-1375 舟橋 佳奈

北郷内科医院 内科 北郷正旦 札幌市豊平区平岸2条10丁目2・22 812-2864 

山口整形外科クリニック 整形外科
札幌市豊平区平岸2条14丁目1・22

837-5111 今崎メテごイカルビ＇）レ2階

平岸メンタルクリニック 精神科・心療内科 角喜久恵 札幌市豊平区平岸2条14丁目1・22814-3051 
今崎メテ2イカルビjレ4階

高木内科医院 内科 高木貴久子
札幌市豊平区平岸2条14丁目1・22

812-1200 今崎メテzイカルビjレ4階

いし胃腸科内科 内科・胃腸内科 石 忠明 札幌市豊平区平岸3条14丁目1・5 813-1220 

平岸脳神経クリニック 脳神経外科・神経内科及川 光照 札幌市豊平区平岸5条13丁目4・3 818-0055 

札幌市豊平区間央通4丁目115 1851 02291 勤医協月寒ファミリークリニック 内科・小児科
務藤暁子
塩原康弘
藤井雅広

っきさも、メンタルクリニック 精神科・心療内科 清水 元道 札幌市豊平区月寒中央通7丁目6・20855-7021 
JA月寒中央ビル5階

兼古循環器クリニック 循環器科・内科 兼古 f雷 札幌市豊平区月寒東1条10丁目1・1 1857・4141

金子貞男 ｜｜ 代表

相葉脳神経外科病院 脳神経外科・神経内科 磯西 克佳札幌市豊平区月寒東1条15丁目7・20も8の5忘1－れ23外3来3 

藤本 真 859-5636 

島崎外科胃腸科 外科・胃腸科 島 崎桂 吉 札幌市豊平区月寒東2条4丁目7・2 853-1616 
トーーーー一

加藤康夫

札幌しらかぱ台病院 内科・神経内科
菊池 進

札幌市豊平区月寒東2条18丁目7・26852・8866
見田 裕章

吉田安秀

しらかぱ台月寒東クリニック 内科 五十嵐伸一 札幌市豊平区月寒東3条16丁目3・10850・0011

北野通内科循環器クリニック 内科 中村保博札幌市豊平区月寒東3条18丁目22・20853・8800

札幌明和病院
内科－心療内科

安 菊哲 郎 札幌市豊平区月寒西1条10丁目 853・2111
神経内科

内科・循環器内科・消化 佐々木照之

北樹会病院 器内科・神経内科・リハビ 高橋 雅俊郎｜札幌市豊平区月寒西5条8丁目4・32 856・11 1 1 
リテーション科・歯科他 樫井太一

松本内科クリニック 内科 ｜松本修二 札幌市豊平区西岡4条1丁目5-1 852-1353 

内科・呼吸器内科 中 島茂 夫

西岡病院 消化器内科 五十嵐知文札幌市豊平区西岡4条4丁目1・52 853-8322 
循環器内科 織田一昭

小坂病院 内科
小坂昌道

札幌市豊平区福住2条2丁目9-1 854-3161 
小坂昌宏

愛内科クリニック
内科・呼吸器科 一
アレルギー科・消化器科 宇野 英一札幌市豊平区福住3条1丁目2・22 836-3680 

※なお、各医療機関ではその他多種にわたり相談に応じます。

BrainBox
ハイライト表示



アルツハイマー型認知症

もの忘れか5気付くことが多く、今まで日常生活ででき

たことが少しすつできなくなっていきます。新しいことが
記憶出来ない、思い出せたよい、時間や場所がわかうなくな

るなどが特徴的です。また、物盗5れ妄想や俳個などの症

状が出ることがあります。

ご家族の対応のホイント

＠否定しないで、本人の語をよく聞きましょう
本人はすぐに忘れてしまうので伺度も同じ質問や行動を

繰り返し、ご家族や介護する方はイライラしてしまうこと

が多いようです。「財布を盗5れたJという妄想も、本人

にとっては現実。盗んでいないと反論しても通じません。

E盗~

・同じことを言われても、穏やか
な気持ちで、初めてのつもりで ？？  
話を合わせる。

・食事後に「まだ食べていなし）j

といわれた時には、「食べたで
しょうJではなく、「これか5
食べましょうねJというふうに
接する。

レビー小体型認知症

実際にはいない人が見える「幻視」、眠っている聞に怒鴫ったり、

奇声をあげたりする異常言動などの症状が目立ちます。また、手足

が震える、小刻みに歩くなどパーキンソン症状がみられることもあ

ります。頭がはっきりしたり、ボーっとしたり、自によって変動す

ることも特徴的です。

ご家族の対応のホイント

＠転倒に注意しましょう
JCーキンソン症状で筋肉や関節がこわばり、歩行が小刻みになるた

め、つますいたり、転びやすくなります。また、立ち上がった際にふ
うつきや、めまいを起して倒れたり、気を失ったりすることがあります。

II!'軍司冨・・・・惨

．イスかうの立ち上がりゃ階段では手すりを使う。

・つますきやすいものは片付け、家の中を整える0

．食べ物が飲み込みにくくなります

症状が進行すると飲み込む機能抗衰えて、唾液や食べ物が気管に
入ってしまうことがあります （誤瞭）。むせて吐きだせるとよいの

ですが、吐き出せないと肺炎を起こしやすくなります。

E塩E・E・－．，
・食事の時は前かがみの姿努をとり、家族が見守る。

・細かく刻む、トロミをつけるなど、調理を工夫。

思い当たること、ありませんか？
不安感が強い

，肉、ーー－
ー’、－，、ー－－

物忘れがひどい

・今切ったばかりなのに
電話の相手の名前を忘れる。

'-' ． 

・同じことを何度も言う・問う・ 3盛且‘「

・しまい忘れ置き忘れが増えいつ翠璽L物を
している0

・財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う。

判断・理解力が衰える

・料理・片付け・計算・運転
などのミスが多くなった。

・新しいことが覚え5れない0

・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。

＠＠  

・ひとりになると
怖がったり寂しがったりする。ー

・外出時に持ち物を何度も確かめる。

・「頭が変になったJと本人が訴える。

人柄が変わる勺内 －

？ ．自分の失敗を人のせいにする。

1 ・「このごろ様子がおかしし1」と周囲
かう言われた。

意欲がなくなる ,,,-

・下着を替えす、身だしなみ唱 ，~ ＇；、
r『 r、・3・・ : を構わなくなった0 ． 

時間・場所がわからない
・約束の日時や場所を間違えるようになった0

・慣れた道でも迷うことがある。

． 
・趣昧や好きなテレビ番組に
興昧を示さなくなった。

.，~~さぎ込んで何をするのも
億劫がり、いやがる。


