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  特 集   認知症かな？と思ったら
65歳以上の高齢者のうち、予備軍を含めると4人に1人が認知症といわれています。
あなたや周りの人は大丈夫ですか？ チェックテストで生活をふりかえってみましょう。

認知症の気づきチェックリスト

～退院患者アンケートより～

ご家族のご意見

患者様のご意見

相談の際のポイント

外 来 診 療 の ご 案 内

お薬について

最もよくあてはまるところに○をつけて下さい。
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時々ある
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だいたいできる

だいたいできる

だいたいできる

だいたいできる

だいたいできる

頻繁にある

頻繁にある

頻繁にある

頻繁にある

頻繁にある

あまりできない

あまりできない

あまりできない

あまりできない
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いつもそうだ

いつもそうだ

いつもそうだ

いつもそうだ

いつもそうだ

できない

できない

できない

できない

できない

チェックしたら、
①から⑩の
合計を計算

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

今日が何月何日か
わからないときがありますか

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

5分前に聞いた話を
思い出せないことがありますか

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

患者満足度※

電話番号を調べて、
電話をかけることができますか

自分で掃除機やほうきを使って
掃除ができますか

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

一人で買い物に行けますか

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

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

第　　　回

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

合計

点

点数に応じたアドバイスは裏面へ

【注意】
※このチェックリストの結果はあくまでも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。

毎月の退院患者アンケートの結果は、
松沢病院ＨＰ内に掲載しています。

（昨年度同月対比+2.7%）

※患者満足度…「あなたは全体としてこの病院に満足してい
ますか？」という質問に対して「満足」「やや満足」と回答
した人の割合

【出典】東京都福祉保健局（２０１５）『知って安心　認知症』５～６ページ
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〒156-0057 東京都世田谷区上北沢2-1-1　
TEL: 03-3303-7211㈹ 予約センター：03-3303-8739

登録番号　平成２７年度第３４号

京王線「八幡山」駅から西門まで徒歩1分
小田急線「経堂」駅から京王バス「八幡山駅」下車　西門まで徒歩１分

発行：東京都立松沢病院　監修：東京都立松沢病院認知症疾患医療センター

◆松沢病院では、初診予約制を導入しています。以下
の診療科の初診は、緊急受診の場合を除き、原則予約
制になります。事前に予約センターで予約をお願いい
たします。

・精神科 ・外科 ・リハビリテーション科
・内科（一般・専門） ・整形外科 ・麻酔科
・神経内科 ・脳神経外科 ・眼科

予約センター 03-3303-8379
予約受付時間 月～金曜日　8時30分～17時15分
 土曜日　　　8時30分～12時45分
※予約なしで来院された場合でも、予約枠に空きがある場合は、 
　当日受診が可能です。

お薬を飲み忘れると、薬の効果が不十分になり、健康を損
なうおそれがあります。飲み忘れには、色々な原因がある
と思いますが、お医者さんや薬剤師さんに相談することで、
飲み忘れを防ぐことができる場合があります。ぜひ相談し
てみてください。

・処方されたお薬の内容を把
握しましょう。お薬手帳な
どの活用をおすすめします。
・飲む回数の少ないお薬に変
更できないか、または飲む
タイミングをまとめられな
いか相談してみましょう。
・お薬の一

いっ

包
ぽう

化
か

という方法も
あります。病院や薬局に
よっては、「朝食後」「夕食
後」など、飲むタイミング

◆精神科専門外来のうち「もの忘れ」外来、「青年期」
（20歳未満）の方の受診につきましては、社会復帰支
援室までご相談下さい。

社会復帰支援室（患者支援センター） 
もの忘れ外来担当・青年期担当　まで

松沢病院代表　03-3303-7211

病院も先生もスタッフのかた、すべてが暖かく
本当に、有難いと思い、感謝です。母が回復で
きたすべての力に今、深くありがとうという気
持ちでいっぱいです。ここでいい勉強になりま
した。皆さんの健康をお祈りします。

看護師全員が優しいので大変驚きました。ワー
カーさんも話を聞いてくださり、行動されたの
で看護師と同じで大変驚きました。他の病院で
はないように思います。先生、看護師のみなさ
ま、リハビリの先生、ワーカーさん、本当にあ
りがとうございました。

初めて診療を希望される方

お薬を飲み忘れてしまうことはありませんか？

医学 コラム

初回にご持参いただくもの
窓 口

窓 口

●紹介状　●健康保険証　●各種医療券　
●診察券(松沢病院の診察券をお持ちの場合)
●レントゲンフィルム・検査結果等(必要な場合のみ )

患者様・ご家族の 声

松沢病院　患者の声 で検索！

ごとに袋に小分けしてもら
える場合があります。

（※お薬の種類によってはできない
ことがあります。） 
・配
はい

合
ごう

剤
ざい

を利用できないか相
談してみましょう。
　2種類以上の成分をあわせ
て1錠にした「配合剤」を
利用できる場合は、お薬の
数を減らすことができます。
高血圧の薬や緑内障の目薬
で発売されています。
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？
84.2%
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で（3時間程度）専門医による診察、臨
床心理士による認知機能検査、頭部
MRIを受けていただく診察の仕組みで
す。早期に受診して、その後の「心構
え」を持つことは認知症ではとても大
切なことです。

い。散歩、水泳、ダンスでも、何でも
構いません。少し汗をかくくらいの軽
めの運動を続けてください。趣味をお
持ちであれば、その趣味を中心に、周
りの人と交流をし、身体を動かせれば
効果的です。お好きなことは長続きし
ます。

一度認知症の検査を受けてみることを
お勧めします。認知症の種類によって
は、治療が可能であったり、お薬で進
行のスピードを抑えることができるも
のもあります。松沢病院のもの忘れ外
来では、ワン・ディ初診を行っていま
す。これは、予約の患者さんに、1日

生活習慣病（糖尿病や高血圧など）を
お持ちではありませんか？生活習慣病
は、認知症の発病と深い関係を持って
いることがわかってきました。お持ち
でしたら、薬をきちんと服用すると同
時に、食生活を整え、その病気をうま
くコントロールすることが重要です。
加えて有酸素運動を行ってみてくださ

現時点で認知症の心配はないといえるでしょう。
過剰な心配は不要ですが、「備えあれば憂いなし」と言います。
常日頃から認知症に関して、正しい知識を持つことに努めましょう。

10～13点くらい 13～20点くらい 20点以上

健康な方
軽度の

認知機能低下の
ある方

認知症の
可能性のある方

認知症の
可能性のある方

軽度の
認知機能低下の

ある方

健康な方

※点数の区切りは筆者の経験的なものであり、絶対的なものではありません。
出典：公益社団法人日本整形外科学会『ロコモパンフレット2015年度版』

認知症の検査を受けてみることをおすすめします

周りのひとと交流しつつ、軽めの運動を

認知症の心配はないといえるでしょう

合計点が……

　認知症は体内で発生する老廃物が脳細胞を破
壊したり、神経細胞に栄養や酸素が行き渡らな
いことにより発症します。これを防ぐには過食
を避け、栄養バランスの良い食事、塩分控えめ
の食事が良いと言われています。さらに、魚の
油に含まれるn-3系脂肪酸、抗酸化作用のある
ビタミン類といった、認知症予防に役立つ栄養
成分を摂ることもお勧めです。n-3系脂肪酸とは
巷でよく耳にするDHA(ドコサヘキサエン酸)、
EPA(エイコサペンタエン酸)で、脳の神経伝達
や血行を活性化したり、中性脂肪を低下させ、
動脈硬化を予防する働きがあります。
　今回はn-3系脂肪酸、EPAやDHAが豊富な
青魚を用いた当院での人気料理を紹介します。

認知症を防ぐ食事

さばのカレームニエル

あじの南蛮漬け

日常生活での運動のヒント

ちょっとの工夫で運動力を維持・改善できます。
次のような動作を無理しない範囲で取り入れてはいかがでしょう。

腕のふりや歩幅を少し大きくする

①背もたれによりかからず背筋をのばす　
②交互に膝を伸ばす（片脚5秒保持）　
③立って座る（ゆっくり反復）

何かにつかまって、
①足踏みする　
②片脚で立つ（各脚1分目標）　
③踵を上下する

歩いているとき
片脚立ち

踵上下

膝伸ばし

立って座る

イスに座って
いるとき

立っているとき

両足で立った状態で
踵を上げて…

ゆっくり踵を
下ろします机に手をつかずにできる

場合はかざして行います。

〈材料〉2人分
さば ………2切（120g）
塩 …………少々
コショウ …少々
小麦粉 ……小さじ2
カレー粉 …小さじ⅔
バター ……小さじ⅔
サラダ油 …小さじ⅔

〈材料〉2人分
あじ三枚おろし …2尾分
でんぷん …………大さじ1
揚げ油 ……………適量 漬け汁

　玉ねぎ ……40g
　人参 ………20g　
　ピーマン …10g
　砂糖 ………小さじ4
　しょうゆ …大さじ1弱
　酢 …………小さじ4
　だし汁 ……60cc

（１人分）
エネルギー 228kcal
たんぱく質 10.6g
塩分 0.5g

（１人分）
エネルギー 190kcal
たんぱく質 15.3g
塩分 1.5g

＊詳しいレシピは当院ホーム
ページに掲載しています。

松沢病院　食生活アドバイス で検索！


