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笠間市認知症ガイドブック 

はじめに 

 

 認知症…誰もが一度はきいたことがあるかもしれません。 

  

認知症は決して他人事ではなく、年をとれば誰にでも起こり得る身近なもの

です。しかし、その具体的な症状や対応の仕方を知っているという方はあまり

多くないのではないでしょうか… 

今後わが国の高齢化はますます進んでいくことから、認知症の人をいかに支

えていくかは、地域福祉における重要なテーマとなっております。 

認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、こ

のガイドブックをご活用いただけたら幸いです。 

                          

 

１．認知症の基礎知識 

 

認知症とは？ 

 認知症は、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったりして、脳の司令塔

としての働きに不都合が生じ、さまざまな障害が起こり、生活をする上で支障

が、およそ 6カ月以上継続している状態を指します。 

 

主な認知症の種類と特徴 

根本的な治療が困難な認知症～進行を遅らせる治療を行います～ 

 

 ①アルツハイマー型認知症 

 

 ＜どんな病気？＞ 認知症の半数以上を占める代表的な病気。脳の中に「ア

ミロイドβたんぱく」という物質が沈着することにより、脳の神経細胞が破

壊され、記憶に関する海馬などに萎縮がみられます。 

 

 ＜主な症状は？＞ 初期には、もの忘れが徐々に現れ、ゆっくりと進むのが

特徴です。昔の記憶は残っていますが、最近のことは覚えていることができ

ません。判断力の低下、時間や場所がわからなくなるなどの症状のほか、物

を盗られる妄想、不安やイライラ、あちこち歩き回る等の症状が現れます。 
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②レビー小体型認知症 

＜どんな病気？＞ レビー小体という物質が、大脳皮質に出現することによっ

て、認知機能を障害するもの。 

 

＜主な症状は？＞ 初期の段階から、もの忘れに加えて、「実際にはないもの

が見える」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。これらの症状は、暗くなると現れやすくなります。 

  この病気の特徴としては、「調子の良いときと悪いときの変化が大きいこと」

のほか、身体や表情が硬くなる、体の動きがぎこちな

くなる、手が震えるなどの自律神経障害を伴うことな

どが挙げられます。 

  

③前頭側頭型認知症 

 

＜どんな病気？＞ 脳の前頭葉（前の方）や側頭葉（横の方）前方で、神経細

胞が減少し、脳の萎縮（縮んで小さくなること）が目立つのが特徴です。病気

の進行に伴って脳の萎縮がみられることはアルツハイマー型と同じですが、萎

縮する部分が違います。 

 

＜主な症状は？＞ 初期には、もの忘れ等の「記憶障害」が現れにくいですが、

抑制が欠如し、遠慮がなくなったり、暴力的になるなどの性格の変化が見られ

る「人格障害」が主な症状として現れるのが特徴です。 

 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。 

 何かに関するこだわりが異常に強くなり、柔軟な対応ができず、好き勝手に

行動しているように見えることもあります。 

 

④脳血管性認知症 

 

＜どんな病気？＞ 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。 

 

＜主な症状は？＞ 特徴としては、症状が突然現れたり、その後になって急に

悪化したりすることです。脳がダメージを受けた場所によりますが、歩けなく

なったり、手足のまひ、ろれつが回りにくい、感情のコントロールができなく

なるなどの症状が早期から見られることもあります。 
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その他 

・髄液に脳が圧迫される「正常圧水頭症」 

・脳の中に血液の塊ができ脳が圧迫される「慢性硬膜下血腫」 

・甲状腺ホルモンの分泌が低下して認知症状が出る「甲状腺機能低下症」 

それ以外にも頭部の病気やケガなど様々な原因で発症することがあります。 

 

 

 

○認知症による「もの忘れ」と加齢による「もの忘れ」の違いと特徴 
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○認知症の症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．認知症かな？と思ったら 

 

認知症は、決してめずらしくなく、誰にでも起こり得ます。 

すでに 65歳以上の人の７人に１人といわれていますから、家族のだれかが認知

症になっても不思議ではないのです。 

「何かおかしいな」「ひょっとしたら」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、専門家のアドバイスを受けることが大切です。 

  

 早期診断・早期発見が大切です！！ 
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早期の診断や治療が大切なわけ 

 家族に気になる症状があったとき「きっと年のせいだ」「まさか自分の家族が 

認知症になるなんて」「どうせ治らないから」などと考えて、病院に行くことを

ためらう人は少なくないと思いますが、これは誤った考え方です。 

 認知症の場合でも、早く診断し、適切な治療や内服を早い段階から行うこと

で、症状が改善したり、進行を遅らせることができます。 

 

  

治る病気や一時的な症状の場合があります 

正常圧水頭症や脳腫瘍、慢性硬膜下血腫などの場合、手術などの脳外科的な

処置で劇的に良くなる場合もあります。 

 甲状腺ホルモン異常の場合は、内服など内科的な治療で良くなります。 

 副作用など、薬の使用が原因で認知症のような症状が出た場合は、主治医と

相談の上で薬をやめるか調整すれば回復します。 

 このような病気の場合でも、長い期間そのまま放っておいた場合には、脳の

細胞が死んだり、恒久的な機能不全になってしまい、回復できなくなってしま

います。いずれの場合も、1日も早く受診することが重要です。 

 

 

早い時期に受診することのメリット 

アルツハイマー型等、治療をしても完治することが難しい病気の場合でも、

薬で進行を遅らせることができます。治療によって「表情が豊かになった」「電

話や買い物ができるようになった」等の効果がみられることもあるため、早く

治療を始めることで、健康に過ごせる時間を長くすることができます。 

 本人が病気を理解できる時点で受診し、少しずつ理解を深めていけば生活上

の障害を軽減でき、その後のトラブルを減らすことも可能です。 
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  １点 ２点  ３点 ４点 

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 

ときどき 

ある 

ひんぱん 

にある 

いつも 

そうだ 

５分前に聞いた話を思い出せないことがありますか。 まったく 

ない 

ときどき 

ある 

ひんぱん 

にある 

いつも 

そうだ 

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。 

まったく 

ない 

ときどき 

ある 

ひんぱん 

にある 

いつも 

そうだ 

今日が何月何日かわからないときがありますか。 まったく 

ない 

ときどき 

ある 

ひんぱん 

にある 

いつも 

そうだ 

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。 

まったく 

ない 

ときどき 

ある 

ひんぱん 

にある 

いつも 

そうだ 

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。 

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 

一人で買い物に行けますか。 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 

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。 

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 

自分で掃除機やほうきを使って掃除ができますか。 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 

電話番号を調べて，電話をかけることができますか。 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 

★「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。 

 ※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高齢福祉・介護保険担当課，地域包括支援センターに相談してみましょう。 

 

自分でできる認知症の気づき「チェックリスト」 
 

チェックしたら合計を計算 合計        点 

出典：「知って安心認知症」地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター監修    

                茨城県長寿福祉課地域ケア推進室 
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家族の皆様へ 

 認知症と診断されても「あわてて騒がないこと」が第一です。 

 医療機関へ受診、相談する際には、家族からの情報がとても大切です。認知

症の人の行動などを一歩下がって観察し、症状や出来ごとのメモをとっておく

ことをお勧めします。 

 医療機関では、無理に専門用語を使わず、自分の言葉で具体的に伝えた方が

専門家に伝えられる情報量が多くなります。 

 本人と家族の穏やかで心地よい生活を目標に、冷静な対応を心がけましょう。 

 

 

３．認知症への備え 

  

認知症になると判断力が低下してしまうため、自分の考えで財産を活用した

り契約を結んだりすることが難しくなります。 

 そのため、高額な物品の購入契約をさせられたり、悪徳リフォームなどの詐

欺にあう危険性が高くなります。あらかじめこのような被害から身を

守る備えをしておくことで安心して生活を続けることができます。 

 

お金の管理や手続きに不安がある時は… 

日常生活自立支援事業 

 認知症などによって、ものごとを理解したり、判断することが難しくなった

人が、自立した生活を送れるように、お金や印鑑などの管理、福祉サービス手

続きのお手伝いなどをしてくれる制度です。 

 

相談先：笠間市社会福祉協議会  電話 ０２９６－７７－０７３０ 

 

詐欺や悪徳商法から財産を守りたいときは… 

成年後見制度 

 認知症などで理解力や判断力が不十分となった人に代わって、後見人等（後

見人、保佐人、補助人）が財産管理、契約の締結や取り消しなどを代わりに行

ってくれる制度です。 

相談先：笠間市地域包括支援センター   

電話０２９６－７８－５８７１ 
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任意後見制度  手続きをする時点で「判断能力に問題がない人」 

 将来判断能力がなくなったときに困らないよう、元気なうちに自分が信頼で 

きる人（家族や友人、弁護士等）に対して、後見人をお願いしておく制度です。 

 

法定後見制度  手続きをする時点で「判断能力に問題がある人」 

 本人、配偶者、4親等内の親族、市などの申し出により、家庭裁判所が選任す

る法定後見人が、契約行為等の補助から代理まで、本人の判断能力の状況に応

じて支援してくれる制度です。 

 

笠間市消費生活センター 

 高齢者を狙った悪質な商法が増えています。もし、被害にあってしまったと

きは、すぐに消費生活センター等に相談し、クーリングオフ制度などを活用し

て解約の手続きを行いましょう。 

        電話：０２９６－７７－１３１３ 

消費者ホットライン：（局番なし）１８８ 

 

 

 

○認知症の方にどう接すればいい？ 

 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。本人の気持ちになって考えることが大切です。 

 

・尊厳を大切にした対応をしましょう。 

  認知症になっても、感情やその人らしさは保たれています。 

  認知症の方は不安や苦しみを抱えており、そのために周囲からみるとおか

しな行動をとったりします。 

 

・ゆっくり、わかりやすい言葉で話しましょう。 

  認知症の方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」 

 

・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「いいところ探し」を心がけましょう。 
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○と×の対応例 

 

・「家に帰ります」という場合 

     × 
       「家はここですよ」と出られないよう     

に無理矢理止める。 

     ○ 
       「そこまで一緒に行ってみましょうか」 

                    といったん本人に合わせる。 

 

・「財布を盗られた」という場合 

       

     × 
    「ちゃんとあるじゃないの！」と 

         責めたり叱ったりする。 

     ○ 
       「一緒に探しましょう」と 

                    見つけ出せるように誘導をする。 

 

・「突然大声で叫ぶ」という場合 

 

     × 
       「静かにして！」と強い口調で押さえ  

         つける。 

     ○ 

       「どうしたの？」「大丈夫だよ」とや

さしく声をかけて安心させる。ま

た、行動を振り返り、不安や恐怖

になることを取り除く 

 



認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために 

・認知症の症状に応じたサービスを紹介します。（認知症の状態とケアの流れ） 

 
予防 気づき 

認知症の疑い 

軽度 

見守りが必要 

中等度 

日常生活に手助

けが必要 

重度 

介護が必要 

相談 

まずはお気軽に 

ご相談ください。 

 

 

 

 

     

地域での交流 

 

 

 

     

介護 

生活支援 

 

 

     

医療 
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☆地域包括支援センター    ☎ ０２９６-７８-５８７１ 

☆居宅介護支援事業者（ケアマネジャー） 

・民生委員 

☆オレンジカフェ（認知症カフェ） 

・高齢者クラブ・サロン等 

☆介護保険で利用できるサービス 

通所、訪問によるサービス、入所によるサ

ービス等があります。 

 

・見守りあんしんシステム、在宅ケアチーム等 

・日常生活自立支援、成年後見制

度等 

・かかりつけ医 

・かかりつけ歯科医 

・かかりつけ薬局・薬剤師 

認知症疾患医療センター・もの忘れ外来・精神科病院

等 

・認知症相談員、認知症の人と家族の会、コールセンター等  

在宅福祉サービス・シルバー人材センター 

☆介護保険によるサービス 

・シルバーリハビリ体操教室 

・スクエアステップ教室 

・介護予防教室等 



 相談窓口 

※まずはお気軽にご相談ください。電話、面接等で相談に応じます。 

名称 電話番号 備考 

笠間市地域包括支援センター 0296-78-5871 月～金曜日 

８時 30 分～17時 15分 

（年末年始・祝日除く） 高齢福祉課・支所福祉課 0296-77-1101（代表） 

公益社団法人 

認知症の人と家族の会 
029-828-8099 

月～金曜日の13時～16時 

（年末年始・祝日除く） 

24 時間無料電話相談 

（社会福祉法人 尚生会） 
0120-24-1120 24 時間電話相談 

若年性認知症コールセンター 0800-100-2707 
月～土曜日の10時～15時 

（年末年始・祝日除く） 

 

 地域での交流 

○オレンジカフェ（認知症カフェ） 

認知症の方やその家族も含め、誰でも参加することができます。 

おいしいお茶等（実費負担あり）も用意していますのでお気軽にご参加ください。 

名称（場所） 実施日 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 

ほっとカフェ グリーンハウス 

（ケアハウスかさま：石井 32-1） 

毎月第 3 日曜日 

13 時～16 時 
300 円 0296-70-1100 

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か４日曜日 

14時～15時 30分 
200 円 0299-45-0555 

認知症カフェ オレンジサロン 

（赤塚ボランティア会ミオス： 

 水戸市赤塚１-１） 

毎月第３日曜日 

10 時～12 時 
100 円 090-9370-3121 

 

○各種教室 

・シルバーリハビリ体操教室・スクエアステップ教室を市内各所で行っています。 

・介護予防教室（11 回シリーズで教室を実施しています） 

    問合せ：地域包括支援センター  0296-78-5871 
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生活支援 

 

名  称 内   容 問合せ 

見守りあんしんシステム 
緊急時の備えとして通報装置を貸与します。 

相談にも応じ安否確認コールも行います。 

高齢福祉課 

0296-77-1101 

在宅ケアチーム 
見守りのために関係者による「在宅ケアチー

ム」を構築していきます。 

SOS ネットワーク 

行方不明者を地域の方や事業所の方等にも

ご協力をいただき、すみやかに発見する仕組

みです。 

みまもりタグ事業 

（実証実験） 

徘徊する恐れのある方に、みまもりタグを貸

与し、感知器やアプリのすれ違い情報をもと

に、行方不明時にすみやかに発見する仕組み

です。 

※実証実験期間：平成 31 年 3 月 31 日まで 

おかえりマーク 

携行品や衣服に貼付することで、警察等に保

護された際のすみやかな身元照会に役立ち

ます。 

救急医療情報キット 

救急時に必要な情報書を作成し、ボトル型の

ケースに入れてきまった場所に保管してい

ただきます。 

社会福祉協議会 

0296-77-0730 

高齢福祉課 

0296-77-1101 

在宅福祉サービス 
軽費ボランティア活動として、家事援助中心

のサービスを提供します。 

社会福祉協議会内 

在宅福祉サービスセンター 

0296-78-3939 

笠間市 

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 

移送サービス 
お一人での移動や歩行が困難な方のための

サービスです。相談の上、利用となります。 

包括支援センター 

0296-78-5871 

※業者の連絡先をご案内

します。 
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かかりつけ医・かかりつけ歯科医 

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。専門医への紹介状

や、介護認定に必要な医師の意見書も書いてもらえます。 

【認知症対応力向上研修を受講したかかりつけ医一覧（県開催）】 

氏名 医療機関名 氏名 医療機関名 

池内 利夫 いけうち医院 立川 士郎 
立川記念病院 

石本 誠 
石本病院 

菊池 誠 

石本 祐子 根本 賢 ねもとクリニック 

梅里 義博 梅里クリニック 本多 教章 本田内科・循環器科医院 

石塚 恒夫 笠間市立病院 常井 実 常陸クリニック 

河村 一敏 河村医院 菅谷 るみ子 菅谷医院 

佐藤 怜 
佐藤医院 

 

橋本 紀子 

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）】 

認知症患者の診療に習熟しており、かかりつけ医への助言その他の支援を行うことが

でき、専門医療機関や市町村など地域との連携の推進役となる専門医 

氏名 医療機関名 電話番号 

石塚 恒夫 笠間市立病院 0296-77-0034 

鯨岡 裕司 茨城県立中央病院 0296-77-1121 

石本 祐子 石本病院 0296-72-4051 

立川 士郎 立川記念病院 0296-77-7211 

県ホームページ（認知症を知るページ）より 

 

 

もの忘れ外来   ＊事前に予約・問合せが必要です。 

 もの忘れが気がかりな方のための専門外来です。 

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 
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認知症疾患医療センター   ※事前の電話予約が必要です。 

県の指定を受けた、認知症の鑑別診断、医療機関などへの紹介、問題行動への対応につい

ての相談の受付などを行う専門医療機関です。 

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 

※基幹型認知症疾患医療センターは県内 1 箇所しかありませんので、まずは基幹型以外の

医療機関に相談してください。 
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 サービスの種類 サービスの内容 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 
(ホームヘルプサービス)  

ホームヘルパーが訪問し、身体介護（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 
[介護予防訪問入浴介護] 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 

訪問看護 
[介護予防訪問看護] 

看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理な

どを行います。 

訪問リハビリテーション 
[介護予防訪問リハビリテーション] 

リハビリ（機能回復訓練）の専門家が訪問し、リハビ

リを行います。 

居宅療養管理指導  
[介護予防居宅療養管理指導] 

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、

薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。 

通所介護（デイサービス）  
デイサービスセンターで食事・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） 
[介護予防通所リハビリテーション] 

介護老人保健施設などで、日帰りの機能訓練などが受

けられます。 

短期入所生活介護（ショートステイ）  
[介護予防短期入所生活介護] 

介護老人福祉施設などに短期間入所して、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） 
[介護予防短期入所療養介護] 

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介

護、機能訓練が受けられます。 

福祉用具貸与 
[介護予防福祉用具貸与] 

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  
[特定介護予防福祉用具販売] 

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 
 [介護予防住宅改修] 

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 
[介護予防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。 

介護予防支援・居宅介護支援 

介護予防支援は、地域包括支援センターの職員が中心

となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者

が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援し

ます。一方、居宅介護支援は、ケアマネジャー（介護支

援専門員）がケアプランを作成するほか、利用者が安心

して介護サービスを利用できるよう支援します。 

 

介護保険サービス 
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 サービスの種類 サービスの内容 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

認知症対応型通所介護 
[介護予防認知症対応型通所介護] 

認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、専

門的ケアを日帰りで受けられます。 

小規模多機能型居宅介護 
[介護予防小規模多機能型居宅介護] 

小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪

問、短期間の宿泊などを組み合わせて、食事、入浴な

どの介護や支援が受けられます。 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 
[介護予防認知症対応型共同生活介護] 

認知症の高齢者が共同で生活できる場（住居）で、

食事、入浴などの介護や支援、専門的ケアが受けられ

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

に介護が必要な方が、施設で食事・入浴など日常生活

の介護や健康管理が受けられます。 

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） 

常に介護が必要な方が、施設で食事・入浴など日常

生活の介護や健康管理が受けられます。 

介護老人保健施設 

病状が安定し、リハビリに重点をおいた方が、医学

的な管理のもとで介護・看護やリハビリが受けられま

す。 

介護療養型医療施設 

病状は安定しているものの、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。 

介護医療院 
「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。 
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区　　分 地区 事業所名 所在地 電話番号

指定居宅介護支援センター　かさまグリーンハウス 笠間市石井甲３２－１（ケアハウスかさま内） ０２９６－７０－１１２０

笠間市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 笠間市笠間４３６４－２ ０２９６－７３－５６５０

ヴィレッジかさま指定居宅介護支援事業所 笠間市下市毛１３０１ ０２９６－７３－００１５

居宅介護支援事業所すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３６

居宅介護支援センター　はこだ 笠間市箱田１８３８－１ ０２９６－７３－０９６６

笠間シルバーケアセンターパル　居宅介護支援事業所 笠間市来栖２５５－１ ０２９６－７０－１１８５

ケアプランセンターかさま（市立病院） 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７７－００３４

シルバービィレッジ居宅介護支援センター 笠間市南小泉９７７－１ ０２９６－７８－０５００

宍戸苑指定居宅介護支援事業所 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２９０１

居宅介護支援事業所みつばち 笠間市旭町１０７－４ ０２９６－７１－２７２０

ケアレジデンスともべ居宅介護支援事業所 笠間市旭町１０５－３ ０２９６－７７－５０５０

居宅介護支援事業所　やまびこ 笠間市八雲２－１０５８－２１９ ０２９６－７８－５５５３

木犀会　くらしサポートセンター 笠間市鯉淵６６７８－１１　RestWest１０６号室 ０２９６－７３－６１２７

居宅介護支援事業所　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６３３１

ケアプランセンターひかる 笠間市南小泉８０３ ０２９６－７１－７７００

セントケア友部 笠間市旭町３５０－８　サンハイツニヒラ１０２号 ０２９６－７０－５６３１

まごころ　居宅介護支援事業所 笠間市平町１７５５－４ ０２９６－７７－７８６４

あおば居宅介護支援事業所 笠間市住吉１５６９－５５　佐久間テナント２０２ ０２９６－７１－７２２２

すずらんの里　指定居宅介護支援事業所 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５７

居宅介護支援事業所　あたごナーシングビラ 笠間市下郷４４２５－３７（菅谷医院内２階） ０２９９－４５－２１７２

居宅介護支援事業所　いわまの郷 笠間市下郷６００４－１ ０２９９－４５－２４３３

予防支援
（要支援1・2のみ）

笠間/友部/岩間 笠間市地域包括支援センター 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７８－５８７１

0 笠間市石井２２５３－１ ０２９６－７０－１３３１

笠間市社会福祉協議会　訪問介護事業所 笠間市笠間４３６４－２ ０２９６－７３－５６５０

セントケア友部 笠間市旭町３５０－８　サンハイツニヒラ１０２号 ０２９６－７０－５６３１

ヘルパーステーション空 笠間市平町１７５５－４ ０２９６－７７－７８６４

指定訪問介護事業所ゆう 笠間市鯉淵６６１２－２１３ ０２９６－７８－０６４８

ＮＰＯ介護支援センターコスモス 笠間市湯崎１０４８－１３ ０２９６－７３－５５４１

訪問介護事業所　スマイル 笠間市美原１－５－３３ ０２９６－７１－３０１６

ヘルパーステーション　ケアーズあさひ 笠間市旭町４６９－１ ０２９６－７１－３５５５

ケアライフ下郷 笠間市鯉淵６５２６－４３２ ０２９６－７８－５６５９

ヘルパーステーション　一期一笑 笠間市鯉淵６２２７－９ ０２９６－７１－７７７1

すずらんの里訪問介護事業所 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５９

訪問介護事業所　いわまの郷 笠間市下郷６００４－１ ０２９９－４５－２４３３

訪問入浴介護 笠間 笠間市社会福祉協議会　訪問入浴介護事業所 笠間市笠間４３６４－２ ０２９６－７３－５６５０

笠間市医師会　訪問看護ステーション　ふきのとう 笠間市来栖 ２６６－４ ０２９６－７２－９９６６

訪問看護ステーション・シャロン 笠間市笠間１４６２－２ ０２９６－７３－５４２４

聖北会　訪問看護ステーション　やまびこ 笠間市八雲２－１０５８－２１９ ０２９６－７３－６１１１

訪問看護リハビリステーション花きりん 笠間市鯉淵６２６７－８６ ０２９６－７３－６３１０

有限会社　ともべ訪問看護ステーション 笠間市鯉淵６５２６－４３２ ０２９６－７８－５６５９

訪問看護ステーションかさま(市立病院) 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７７－００３４

フロイデともべ訪問看護ステーション 笠間市鯉淵６５２６－１９ ０２９６－７３－５５７７

通所介護センターかさま 笠間市石井２２５３－１ ０２９６－７０－１２５５

デイサービスセンター　はこだ 笠間市箱田１８３８－１ ０２９６－７３－０９６６

ケアレジデンス　デイサービスセンターかさま 笠間市笠間１４２８－６ ０２９６－７３－００２６

ケアレジデンス水戸デイサービスセンターともべ 笠間市旭町１０５－３ ０２９６－７０－５８５５

宍戸苑指定通所介護事業所 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

指定通所介護センター　グリーンハウスともべ 笠間市鯉淵６２６９－１１ ０２９６－７１－２５２５

通所介護事業所　やまびこ 笠間市八雲２－１０５８－２１９ ０２９６－７８－５５６８

デイサービスセンターこもれび　ともべ 笠間市旭町５８７－６ ０２９６－７３－５０１５

フロイデ友部デイサービスセンター 笠間市鯉淵６５２６－１９ ０２９６－７３－５５７７

通所介護事業所　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６１８１

デイサービス　スマイル 笠間市美原１－２－２１ ０２９６－７８－３０１６

リハビリデイサービス　一笑カフェ 笠間市鯉淵６２２７－９ ０２９６－７１－７７７６

すずらんの里　通所介護事業所 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５５

ケアレジデンス　デイサービスセンターいわま 笠間市下郷４１６６－７ ０２９９－３７－８０４５

ヴィレッジかさま　指定通所介護事業所 笠間市下市毛 １３０１ ０２９６－７３－００１５

デイサービス・シャロン 笠間市笠間１４６６－１ ０２９６－７３－５５５８

デイサービスともべケアセンター 笠間市鯉淵６５２６－４３２ ０２９６－７１－９６３８

デイサービスセンターおひさま 笠間市平町１７５５－４ ０２９６－７１－４００３

たまり場・デイ茶ービス 笠間市湯崎１０４８－１3 ０２９６－７３－５５４１

デイサービスほのぼのあさひ 笠間市旭町４６９－１ ０２９６－７１－３５５５

デイサービス福楽縁 笠間市大田町２２４－１ ０２９６－７１－６５５５

友部接骨院併設リハビリデイサービス 笠間市鯉淵６３３８－４ ０２９６－７７－１１１０

デイサービス下郷 笠間市下郷４５３６－１１５ ０２９９－４５－５３６３

デイサービスセンター　いわまの郷 笠間市下郷６００４－１ ０２９９－４５－２４３３

通所介護ケアセンターいずみ 笠間市泉２３６０－１ ０２９９－４５－００２５

笠間市内で介護保険のサービスを行う事業所

居宅介護支援

笠間

岩間

訪問介護

笠間

友部

岩間

訪問看護

笠間

友部

通所介護

笠間

友部

岩間

地域密着型通所介護

笠間

友部

岩間

友部



区　　分 地区 事業所名 所在地 電話番号

笠間市内で介護保険のサービスを行う事業所

立川記念病院　訪問リハビリテーション事業所 笠間市八雲２－１２－１４ ０８０－７７５８－２５１２

笠間市立病院　訪問リハビリ 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７７－００３４

笠間 介護老人保健施設　すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３５

老人保健施設　笠間シルバーケアセンターパル 笠間市来栖 ２５５－１ ０２９６－７０－１１８５

介護老人保健施設　すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３５

友部 老人保健施設　シルバービィレッジ　 笠間市南小泉９７７－１ ０２９６－７８－２２１１

岩間 介護老人保健施設　あたごナーシングビラ 笠間市土師１０８０－１ ０２９９－３７－６５１１

友部 福祉用具レンタルサービス　笑くぼ 笠間市鯉淵６５２６－１５５ ０２９６－７３－６６５２

岩間 福祉用具　ともべ 笠間市下郷４５３６－１１５ ０２９９－４５－５３６３

友部 福祉用具レンタルサービス　笑くぼ 笠間市鯉淵６５２６－１５５ ０２９６－７３－６６５２

岩間 福祉用具　ともべ 笠間市下郷４５３６－１１５ ０２９９－４５－５３６３

特別養護老人ホーム　かさまグリーンハウス 笠間市福田 ３１９９ ０２９６－７２－８１３４

特別養護老人ホーム　宍戸苑 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

特別養護老人ホーム　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６１８１

岩間 特別養護老人ホーム　すずらんの里 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５５

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

友部 地域密着型特別養護老人ホーム　宍戸苑 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

老人保健施設　笠間シルバーケアセンターパル 笠間市来栖 ２５５－１ ０２９６－７０－１１８５

介護老人保健施設　すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３５

友部 老人保健施設　シルバービィレッジ 笠間市南小泉９７７－１ ０２９６－７８－２２１１

岩間 介護老人保健施設　あたごナーシングビラ 笠間市土師１０８０－１ ０２９９－３７－６５１１

介護療養型医療施設 笠間 神里医院 笠間市笠間 １２５６ ０２９６－７２ー０１７７

特定施設入居者生活介護 笠間 介護付有料老人ホーム　　シルバーパークはこだ 笠間市箱田１８３８－１ ０２９６－７３－０９６６

訪問リハビリ
友部

通所リハビリ

笠間

福祉用具貸与

福祉用具販売

短期入所生活介護

笠間
特別養護老人ホーム　ヴィレッジかさま 笠間市下市毛 １３０１ ０２９６－７３－００１５

友部

短期入所療養介護

笠間

老人保健施設　笠間シルバーケアセンターパル 笠間市来栖 ２５５－１ ０２９６－７０－１１８５

介護老人保健施設　すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３5

神里医院 笠間市笠間 １２５６ ０２９６－７２ー０１７７

友部 老人保健施設　シルバービィレッジ 笠間市南小泉９７７－１ ０２９６－７８－２２１１

岩間 介護老人保健施設 あたごナーシングビラ 笠間市土師１０８０－１ ０２９９－３７－６５１１

認知症対応型
共同生活介護
(地域密着型）

笠間

指定認知症高齢者グループホーム　かさまグリーンハウス 笠間市福田 ３１９９ ０２９６－７２－８１３８

認知症高齢者グループホーム　かさま 笠間市石井２２５３－１ ０２９６－７１－１０５５

ケアホーム夢くらぶ 笠間市来栖２８４６－５ ０２９６－７２－１６８６

グループホーム  いきいきの家笠間 笠間市笠間４３８６－１ ０２９６－７１－７００１

友部
グループホーム　あさがお 笠間市旭町４１７－８ ０２９６－７０－５００５

花水木 笠間市旭町６２９－４ ０２９６－７８－３３０２

岩間

グループホーム　すずらんの里 笠間市土師１２８３－２５２ ０２９９－４５－８８２１

グループホーム　れんぎょう 笠間市安居３１４４－５２１ ０２９９－３７－８１００

グループホーム　いわまの郷 笠間市下郷６００４－１ ０２９９－４５－２４３３

認知症対応型
通所介護(地域密着

型)
笠間

ケアホーム夢くらぶ 笠間市来栖２８４６－５ ０２９６－７２－１６８６
指定認知症対応型通所介護センター　かさまグリーンハウス 笠間市福田 ３１９９ ０２９６－７２－８１３４

共用型認知症対応型通所介護センターかさま 笠間市福田 ３１９９ ０２９６－７２－８１３８

小規模多機能型
居宅介護(地域密着

型)

笠間 花の郷 笠間市寺崎１６１－１ ０２９６－７３－５５０６

友部 小規模多機能型居宅介護事業所　ゆりのき 笠間市鯉淵６６１２－２１３ ０２９６－７０－５５８０

岩間 小規模多機能型居宅介護　いわま 笠間市安居３１４４－３５７ ０２９９－３７－８３２２

０２９６－７２－８１３４

看護小規模多機能型
居宅介護

（地域密着型）
友部 看護小規模多機能ホーム友部 笠間市鯉淵６５２６－１９ ０２９６－７３－５３３０

笠間
特別養護老人ホーム　ヴィレッジかさま 笠間市下市毛 １３０１ ０２９６－７３－００１５

特別養護老人ホーム　かさまグリーンハウス 笠間市福田 ３１９９

介護老人保健施設

笠間

友部
特別養護老人ホーム　宍戸苑 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

特別養護老人ホーム　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６１８１

介護老人福祉施設

平成３０年４月１日現在

岩間 特別養護老人ホーム　すずらんの里 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５５


