
【調べるためのキーワード】 

認知症 認知症予防 介護 介護予防 

ケア 若年性認知症 アルツハイマー 

軽度認知障害（ＭＣＩ） 寝たきり防止 など 
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帯広市図書館パスファインダー             2017年 1２月 改訂版 

館内１、２階それぞれに６台ずつある「ＯＰＡＣ（オーパック）」や

「インターネット」で、上記のキーワードで検索してみてください。

紹介している本以外の本や情報も見つけることができます。 

 

紹介している資料は、帯広市図書館で所蔵している中の一部です。 

 インターネット 

テーマに関連のある施設（相談窓口） 

◆認知症を知り、認知症と生きるｅ-65.net [イーローゴ・ネット]◆http://www.e-65.net/ 

⇒ 認知症の基礎知識、介護お役立ち情報など。 

◆認知症ねっと◆https://info.ninchisho.net/ 

⇒ 認知症Ｑ＆Ａ、介護に関する情報など。 

◆公益財団法人 認知症予防財団◆https://www.mainichi.co.jp/ninchishou/ 

⇒ 認知症、認知症ケアに関する情報など。 

◆みんなのメンタルヘルス（認知症）◆http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html 

⇒ 認知症の症状や治療法に関する情報など。 

◆帯広市役所◆ 〒080-8670 帯広市西 5条南 7丁目 1番地 

    ・要介護認定や介護サービスに関することは… 

      ⇒ 【介護保険課】 TEL：0155-65-4151 

    ・介護保険以外の高齢者福祉サービスのご相談は… 

      ⇒ 【高齢者福祉課】 TEL：0155-65-4145 

・認知症に関するご相談は… 

      ⇒ 【地域包括支援総合センター（高齢者福祉課）】 TEL：0155-65-4145 

◆帯広市保健福祉センター◆ 〒080-0808 帯広市東 8条南 13丁目 1番地 

・健康づくりのご相談は… 

⇒ 【健康推進課】 TEL：0155-25-9721 

【帯広市ホームページ】 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp 

☆帯広市以外にお住まいの方は地域の役場にお願いします☆ 

 

 

 

新聞記事 

◆十勝毎日新聞   2017.9.20(水) 14面：認知症予防しよう 生活習慣改善し、交友大切に 

◆北海道新聞（朝） 2017.11.1(水) 33面：〈ToKaChi19〉 学生と一緒に認知症予防（帯広） 

十勝毎日新聞は毎週月曜日、北海道新聞(朝刊)は毎週水曜日に健康に関する  

特集を掲載しています。（か・ら・だ♪ナビコーナーで掲示・ファイルしています） 

健康・医療情報に関する図書や資料を集めた か・ら・だ♪ナビコーナーを 

設置しています。どうぞご利用ください！ 

なお、従来の「医学」の棚（490～499）の資料も引き続きご利用ください。 

 

『OPAC（オーパック）』とは？ 

タッチパネルの資料検索用のコンピュータです。 

書名や著者名などから検索できます。 

認知症ってどういう病気？身近な人が認知症になった時、 

どうすればいい？分らないこと、調べてみましょう！ 

mailto:tosyo@lib-obihiro.jp
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/


 

 

 

 

 

 

雑 誌 

視聴覚資料（ＤＶＤ） 

『きょうの健康』 2017年 8月号 通巻 353 ： 早く見つけて予防する！認知症  

『日経ビジネス』 2017年 3月 13日号 通巻 1882 ： あなたを襲う認知症 

 図 書 

★当館では、健康・医療に関する雑誌として、『安心』 『栄養と料理』 『きょうの健康』 

『壮快』 『Ｃｈｉｏ』 『日経ヘルス』 等を所蔵しています。 

 

 

 

１階 雑誌コーナーにあります 

紹介している資料は、帯広市図書館で所蔵している中の一部
・ ・

です 

 

『在宅介護の基礎と実践 ６』（D369 ｻﾞ 6） カムテック 

『運動で健康 楽しみながら若さを保つ！』（D490 ｷ） ＮＨＫエンタープライズ 

『認知症 あなたはまだよく知らない』（D490 ｷ） ＮＨＫエンタープライズ 

『認知症 早く気づこう！認知症』（D490 ｺ） ＮＨＫエンタープライズ 

『認知症 認知症をくい止めろ』（D490 ﾁ） ＮＨＫエンタープライズ 

『これでわかる認知症』（493.75 ｺ） 

杉山 孝博／監修  成美堂出版 

認知症の基本的な知識 

から具体的な対応方法 

まで、幅広い内容を詳 

しく解説。 

『認知症はこわくない』（493.75 ﾀ）  

高橋 幸男／編著  ＮＨＫ出版 

 
アルツハイマー型認知 

症や脳血管性認知症 

など４大認知症につい 

てわかりやすく紹介。 

『ぜんぶわかる認知症の事典』（493.75 ｾﾞ） 

 河野 和彦／監修  成美堂出版 

認知症ケアに長年携 

わる著者が教える正 

しい知識。 

認知症のからくりを知 

って穏やかな生活を。 

『認知症いま本当に知りたいこと１０１』 

（493.75 ｱ） 阿部 和穂／著  武蔵野大学出版会 

／著  新 アルツハイマーと認知 

症の違いは？ 

認知症の症状から診 

断、治療法や予防まで 

幅広く解説。 

 

『認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ』 

（369.26 ｳ） 右馬埜 節子／著  講談社 

『認知症の人の不可解な行動がわかる本』 

（493.75 ﾆ） 杉山 孝博／監修  講談社 

認知症の人が納得す 

る、笑顔になるちょっ 

とした声のかけ方な 

どを、マンガとわかり 

やすい文章で解説。 

もし家族が認知症に 

なったら？ 

家族の対応方法や 

対処方法について 

紹介。 

『ボケない暮らし３０カ条』（493.75 ｱ） 

朝田 隆／著  法研 

  

 

 

『最新ワザ！１００歳までボケない 

手指体操』（493.75 ｻ）  

白澤 卓二／監修  主婦と生活社 

 

闘 病 記 

『認知症を乗り越えて生きる』（493.75 ｽ 4-1） ケイト・スワファー／著  寺田 真理子／訳 

『丹野智文笑顔で生きる』（916 ﾀﾝﾉ 4-1） 丹野 智文／著  奥野 修司／文・構成 

『認知症介護ラプソディ』（916 ﾊﾔﾐ 4-1） 速水 ユウ／著 

『認知症を生き抜いた母』（916 ﾔｽｵ 4-1） 安岡 芙美子／著 

 

２階 か・ら・だ♪ナビ 闘病記コーナーにあります 

２階 か・ら・だ♪ナビ DVD棚にあります 

『親の「老い」を受け入れる』（369.26 ﾅ） 長尾 和宏，丸尾 多重子／著 

『あなたの脳は一生あきらめない！』（493.75 ｵ） 奥村 歩／著 

『まだ間に合う！今すぐ始める認知症予防』（493.75 ﾏ） 

『もう限界！！認知症の家族を介護するときに読む本 第３版』（493.75 ﾓ） 

 

『笑って付き合う認知症』（493.75 ｴ） 

 榎本 睦郎／著  新潮社 

『認知症の「家族」と暮らす技術（テク）』 

（493.75 ｵ） 奥村 歩／著  世界文化社 

認 

知 

症 

と 

は
… 

 

認 

知 

症 

介 

護 

病院受診から認知症 

の治療・介護までを 

わかりやすく解説。 

正しい知識をもてば、 

認知症も怖くない！ 

どんな行動にも理由 

があります。 

認知症の人の困った 

行動への対処法がわ 

かる１冊。 

認 

知 

症 

予 

防 

認知症が進行する前 

に予防しましょう！ 

日常生活の中で出来 

る簡単な予防法など 

を紹介する。 

１日３種類の体操で 

認知症予防！ 

身近な道具を使った 

り、家事をしなが手 

指を動かしましょう！ 
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