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包括支援センター亀田の担当地域は
・赤川町 ・赤川１丁目 ・石川町 ・亀田中野町

・昭和1～4丁目 ・北美原1～3丁目 ・美原1～5丁目です

※令和元年10月末現在 65歳以上人口のみ抽出
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日頃より当センターの活動にご理解、ご協力いただき、有難うございます。

地域包括支援センター亀田では、地域の総合相談の窓口として様々なご相

談を受けつけています。『生活の困りごと』『介護のこと』『健康のこと』

など、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご利用ください。

お気軽に

ご連絡

下さい。
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高齢者の見守りチェックシート

吉田管理者 常野

高齢者のみまもりについて

1 立ち話や会話の最中に同じ話を何度もする

2 妄想があるようだ

3
最近、服装が乱れてきた（衣類が汚くなってきた、毎日同じ
服を着ている、季節にそぐわない服を着ている）

4 近所で道に迷うようになった

5
身だしなみが乱れてきた（髪の毛や髭の手入れがされて
いない、臭くなってきた）

6 歩く姿が危なっかしい、具合が悪そう

7 新聞や郵便がポストにたまっている

8 夜に電気がつかない、昼間なのに電気がついたまま

9 同じ洗濯物が何日も干しっぱなしになっている

1～5は認知症の可能性

5～6は衰弱や体調不良の可能性

7～9は屋内で倒れている、体調不良で寝込んでいる
　　  可能性があります

※地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所作成

町名 高齢者人口 高齢者率 町名 高齢者人口 高齢者率

美原1丁目 575 29.8% 北美原1丁目 329 26.9%

美原2丁目 979 34.7% 北美原2丁目 464 32.6%

美原3丁目 960 27.6% 北美原3丁目 377 34.1%

美原4丁目 914 38.8% 石川町 888 17.0%

美原5丁目 806 36.9% 昭和1丁目 573 30.1%

赤川町 521 34.9% 昭和2丁目 808 30.9%

赤川1丁目 620 35.2% 昭和3丁目 676 28.7%

亀田中野町 190 32.8% 昭和4丁目 804 23.5%
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介護サービス利用開始までの流れ
介護が必要になった場合、要介護/要支援認定もしくは事業対象者の認定を

受ける必要があります。又、認定を受けて直ぐに介護サービスを利用できる訳

ではなくケアマネージャーによるサービス調整やケアプラン(介護サービス計

画書)の作成、事業所との利用契約など事前の手続きが必要になります。

訪問調査

○非該当

○事業対象者

○要支援１・２

○要介護１～５

認定審査会

基本チェックリスト

ケアプランの

作成

利用契約
サービス利用開始

申 請

ケアマネジャーと

サービスの相談

サービス担当者会議

いきなり利用は

できません！

主治医意見書

「地域の気付き」で高齢者虐待の予防を！

高齢者虐待の背景
・家族や周囲の人の介護に対する無関心

・老老介護、単身介護の増加

・希薄な近隣関係、社会からの孤立

・ニーズに合わないケアマネジメント

人間関係
折り合いの悪さ、精神的依存、経済的依存

・介護疲れ

・人格や性格

・疾病や障害

・排泄介助の困難

高齢者虐待防止法では、「通報者の保護」が明記されています。

そのため誰からの通報であったか分からないように対応します。

また相談した方が守秘義務の違反等に問われることはありません。

相談・通報のプライバシーは守られます！
・生活苦

虐待者 高齢者

・認知症による言動の混乱

・身体的自立度の低さ

・人格や性格
・疾病や障がい・介護に関する知識不足

虐待

通報・相談というけど・・・

◎通報・相談するのは勇気がいる

◎私が相談したことがわかってしまうのは嫌

◎個人情報を勝手に話していいのか不安

「サルコペニア」ってご存知ですか？
昨年5月号で「フレイル」についてお伝えしました。何人かの方からご質問の電話

がありまして、関心を持って下さりありがとうございます。さて、今回はややこしい
カタカナシリーズ第2弾として「サルコペニア」を紹介します。
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●サルコペニアとは？
サルコペニアとは、加齢や病気になどよって筋肉量が減少する

ことで、握力、下半身の筋力、体幹の筋力など全身の筋力低下が
おこることをいいます。

●原因は？
サルコペニアには原因別に「加齢」、「活動（寝たきりや不活発）」、「病気」、

「栄養（病気やお薬などでの食欲不振による栄養不足やタンパク質不足）」に分類され
ていて、サルコペニアが進むと日常生活に支障が出たりします。

具体的な例を挙げますと、転んで足を骨折して動けなくなると、運動不足で食欲もな
くなって栄養不足になり、さらに全身の筋肉の量も減って、また転びやすくなって、転
んでしまう・・・といった感じです。

サルコペニアは昨年5月に紹介しました「フレイル
（加齢等で心身が弱くなっている状態：要介護状態の手前）」

にもつながっていきます。

●サルコペニアを予防しましょう
サルコペニアの予防や改善には、適度な運動を続けることや栄養（特にタンパク質

やカルシウム）をしっかりとること、病気をきちんと管理すること、また、趣味など
を行って生活にメリハリをつけることも大切です。


