
 

 
～若年認知症を正しく理解し、支えていくために～ 

 

令和 3年度 若年認知症支援事例報告集 
 

（若年認知症の人を支援する県内施設・事業所一覧） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

 

滋賀県健康医療福祉部 医療福祉推進課 

認知症と診断を受ける年齢は、高齢になってからだけでありません。 

若年認知症は、社会や家庭において大きな役割を担う時期に発症することから、 

多方面からの支援が必要とされます。 

一人でも、一事業所でも多く、支援の輪が広がりますように。 



 

  



 

 

はじめに 
 

 

６５歳未満で認知症を発症する若年認知症の人は、国の推計では全国で約３万 5700人、県内

では、約３９０人と見込んでいます（令和２年）。 

 

若年認知症の人は、診断後、たちまち介護等が必要とならない場合もあり、いざ介護が必要とな

った際、スムーズに支援につながるような相談・連携体制が必要です。 

 

滋賀県では、若年認知症の人を支援する事業者や施設が増えているにもかかわらず、それがどこ

にあるのかご本人・ご家族には分かりづらく、専門職も把握しづらいという実態がありました。 

そのため、平成２９年度から、若年認知症の人を受け入れている施設や事業所が集まり、研修を

経て、取り組み事例を共有する機会を設け、修了後には、若年認知症の人への支援に関して、積極

的に取り組んでいる施設や事業所として公開することで、少しでも見える支援者を増やすための取

り組みを行ってまいりました。 

令和元年度からは、この取り組みに、若年認知症の人への支援経験は無くても、今後受け入れよ

うとしている事業所にも参加いただき、更なる支援者の輪の拡大に努めております。 

 

この冊子では、取り組み事例を共有した際に報告された若年認知症の人への支援事例をまとめ、

支援者情報として、参加いただいた事業所を一覧にして掲載しております。 

取り組みにおいては、試行錯誤の中ではありますが、今できることを精一杯実践されています。 

 

これをご覧になる支援者の皆様にとって、この冊子が支援の一助となり、また、これらの取り組

みが若年認知症の人たちの居場所につながって、少しでも多くの若年認知症の人が、住み慣れた地

域で自分らしい生活を継続できるよう願っております。 

  

「滋賀県健康づくり 

キャラクターハグ＆クミ」 
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【年  代】 60歳代  

【診断名】 アルツハイマー型認知症 

【日常生活自立度】 ・障害老人の自立度 A1 ・認知症高齢者日常生活自立度 ⅢＡ 

【本人が望みに関して話されたこと】 ・何で毎日行かなあかんのや ・家にいたいわ 

 

この取り組みのタイトル 

認知症状の進行速度を緩やかにする。 

本人らしい生活を送れるようにサポートする。 

取り組むことによって目指した（目指す）こと 

お好きな事を探り、出来る事は自分で行えるように促しと見守り。 

本人の訴えがしやすい居場所作り。 

どんなふうに取り組んだか（取り組んでいるか） 

本人の同意で名札も付けて、職員として迎え入れる。レクリエーション活動のサポートとして、ゲ

ーム準備、昼食盛り付け、お茶汲み等職員と一緒に行った。 

どんな様子になったか/どんな変化があったか（現在も取り組み中であれば提出段階の状況） 

数か月後、ご家族の複数介護の為もあり、家族の希望により毎日サービス利用（他のデイサービス

利用に変更）となった頃から「家に居たい」と毎日の利用に怒り、職員に怒鳴ることが増え、ま

た、本人の中で理解できない活動は、混乱する状態が見られた。 

何かを指示すると怒り出される為、笑顔で優しい声掛けで丁重に対応し、無口な本人の気持ちを引

き出す事にし、本人の訴えを傾聴し本人の出来る時を見計らい、スタッフとしての役割もお願いし

た。 

徐々にできる事が少なくなり、利用者側へと変更していった。 

自宅での生活も家族が出来ないとの事で、グループホームへの入居を希望され、入居となった。 

この取り組みで気づいたことなど（まとめ） 

認知症の対応は本人の思いを大事にすることが大切で、家族は疲弊し簡単に環境を変えてしまう。 

本人は理解出来る事も多い為、本人の思いを置き去りにせず傾聴することがいかに大事かを再確認

した。 

 

 

  

事例 

１ 
若年認知症者の居場所づくり ～スタッフとして受け入れを行った事例～ 



 

 

若年認知症支援者情報 
 
◇以下の事業所等は、現在または過去に若年認知症の人の支援経験があり、かつ若年認知症に関

する研修会、事例報告会での事例発表を経て、情報公開に同意された事業所の一覧です。 

◇事業所等の活用を検討される場合は、それぞれ記載されている連絡先までお問い合わせいただ

きますようお願いします。 

 
 

 

 

事業所名 チームほたる（特定非営利活動法人ハート・イン・ハンドチャリティー） 

郵便番号 〒 520-0046 電話番号 077-527-0485 

住 所 滋賀県大津市長等二丁目3番27号 

サービス種別 若年認知症の方等の仕事の場・交流の場 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

若年認知症の方や軽度認知症の方等への「仕事の場・交流の場」を提供し、可能な限り

働き続けられる就労継続支援を行っています。 

また、毎月第3土曜には若年認知症サロンも開催しています。 

 

 

 

 

事業所名 藤本クリニック デイサービスセンター 

郵便番号 〒 524-0037 電話番号 077-582-6032 

住 所 滋賀県守山市梅田町2-1-302 

サービス種別 認知症対応型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

参加者が自主的に活動したり、疾患に合わせたケアの実践と共に、気楽に集まれる場

所、社会参加の場所としての部屋を作りました。以前に行っていた内職受注作業にと

どまらずに、デイサービスの参加者が作った作品を加工して、販売までつなぐことを目

指すなど、それらを自分のリハビリと捉えて、集うことも始めています。 

 

事業所名 介護老人保健施設 ケアポート栗東 

郵便番号 〒 520-3046 電話番号 077-551-2600 

住 所 滋賀県栗東市大橋二丁目8番2号 

サービス種別 介護老人保健施設・通所リハビリテーション 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

頭を鍛える脳トレや、筋力を鍛えるマシーントレ、外周散歩、グループ活動による野菜栽

培などを行っています。 

 ●大津圏域 

 ●南部圏域 



 

 

 

 

事業所名 社会福祉法人近江ちいろば会 中央デイサービスセンターしんあい 

郵便番号 〒 520-3234 電話番号 0748-72-6889 

住 所 滋賀県湖南市中央４丁目９３番地 

サービス種別 認知症対応型通所介護事業所 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

これまで培ってこられた経験や特技をいかして頂ける取り組みをしながら、周辺症状

の軽減に努めています。地域の方々のお声を大切にして行きたいと考えております。 

 

事業所名 ぼだいじデイサービスセンターいこい 

郵便番号 〒 520-3247 電話番号 0748-74-3902 

住 所 滋賀県湖南市菩提寺東4-1-5 

サービス種別 認知症対応型通所介護事業所 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

住み慣れた自宅生活の継続性を重視して、当初では調理、仕分け、片付け、洗濯干しな

ど一人ひとりが出来る事を役割を持って行っています。若年性のご利用者や男性ご利

用者から「まだまだ仕事がしたい」との要望があり、有償ボランティア活動を始めまし

た。皆さん活き活きと仕事に取り組んでおられ、ご家族からは、給料がいただけるとの

ことで、威厳を保つことができたと喜んで下さっています。大きな畑をお借りしてたく

さんの野菜を収穫し地域交流も考えています。地域の中の家という環境を活かした個

別ケアに取り組んでいます。 

 

事業所名 デイケアセンター心地 

郵便番号 〒 520-3307 電話番号 0748-86-8210 

住 所 滋賀県甲賀市甲南町野尻 77-1 

サービス種別 デイケア 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

心地には理学療法士が３名おり、利用者それぞれの目標に合わせて個別リハ、マシント

レーニング、少人数での体操、コグニサイズ、計算ドリル等の脳トレを提供させていただ

いております。 

 

事業所名 社会福祉法人近江ちいろば会 デイケアの家おしどり 

郵便番号 〒 520-3244 電話番号 0748-74-0005 

住 所 滋賀県湖南市サイドタウン 3-16-72 

サービス種別 地域密着型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

「ひとり一人を大切に」というテーマをかかげています。ひとり一人の想いや家族の希

望を聞き、その方に合った生活リハビリを計画しています。 

 ●甲賀圏域 



 

 

 

 

 

事業所名 介護老人保健施設 ここちの郷 

郵便番号 〒 529-1431 電話番号 0748-48-8300 

住 所 滋賀県東近江市五個荘山本町466番地 

サービス種別 介護老人保健施設・通所リハビリテーション 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

在宅生活の継続を目標に、在宅サービス事業者様とも連携を図りながら、多職種で多

様な取り組みを実施しています。 

 

事業所名 船木 えんの家 

郵便番号 〒 523-0084 電話番号 0748-31-0033 

住 所 滋賀県近江八幡市船木町1383 

サービス種別 小規模多機能型居宅介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

24時間365日、一人ひとりのお困りごとに合わせて、様々な支援、取り組みを行って

います。 

 

事業所名 デイケアハウス おかえり 

郵便番号 〒 523-0041 電話番号 0748-31-3150 

住 所 滋賀県近江八幡市中小森町600番地 

サービス種別 認知症対応型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 
年齢に関係なく、一人ひとりに合わせながら認知症ケアに取り組んでいます。 

 

事業所名 訪問看護ステーション オリーブ 

郵便番号 〒 523-0811 電話番号 0748-43-0020 

住 所 滋賀県近江八幡市長田町1268-1 

サービス種別 訪問看護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

看護師と作業療法士で連携を取り、利用者様の状態にあった脳トレやストレッチ等を行

っています。 

 

 

 ●東近江圏域 



 

 

 

 

 

事業所名 機能訓練特化型デイサービスがじゅまる 

郵便番号 〒 522-0223 電話番号 0749-20-7074 

住 所 滋賀県彦根市川瀬馬場町１０８２番地３ 

サービス種別 地域密着型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

半日型の機能訓練デイサービスとして、理学療法士の指導による個別訓練やマシン運

動、多数で取り組める体操や、利用者様お一人ずつに合わせた運動をご提供します。手

指運動や脳トレなども行い、脳の活性化を図り、日常生活の安心・安全をサポートいた

します。 

 

事業所名 特別養護老人ホーム サニープレイス彦根 

郵便番号 〒 521-1122 電話番号 0749-47-3577 

住 所 滋賀県彦根市三津町446番地1 

サービス種別 特別養護老人ホーム・ショートステイ 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

「人が集い、人が支え合う、心暖まる居場所つくり」を理念に、老若男女問わず、多くの

人々が集える雰囲気を大切に地域の皆様から信頼され、頼れるコミュニティーを目指

しています。様々なイベントや催しを活発に行い、暮らしの中の彩りを大切にしていま

す。 

 

事業所名 サニープレイス河瀬 

郵便番号 〒 522-0223 電話番号 0749-28-7400 

住 所 滋賀県彦根市川瀬馬場町971番地1 

サービス種別 サービス付き高齢者向け住宅 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

生活リハビリを中心に、外出や旅行なども織り交ぜながら、本人のやる気を引き出し・

継続出来る仕組み作りに取り組んでいます。また、暮らしの中で多様な人達と会話が楽

しめる環境作りを大切にしています。 

 

事業所名 デイサービスセンターやまびこ 

郵便番号 〒 529-1234 電話番号 0749-37-8532 

住 所 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1235 

サービス種別 デイサービス（特養併設） 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

ご利用者様やご家族の希望を考慮し、住み慣れたご自宅で自立した日常生活が遅れる

ことを目的として、ご利用者様の状態にあった活動やサービスを提供しています。 

 ●湖東圏域 



 

 

事業所名 株式会社 クラマツ 

郵便番号 〒 522-0002 電話番号 0749-26-4123 

住 所 滋賀県彦根市松原町3428-5ラフェスタ彦根1ｰ307 

サービス種別 福祉用具貸与 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

認知症になっても今までと変わらない外出の機会をお手伝い。本人と家族が安心して

過ごせる環境作りを目指します。 

 

 

 

 

事業所名 仕事にきゃんせ（老人ホームながはま） 

郵便番号 〒 526-0828 電話番号 0749-62-2897 

住 所 滋賀県長浜市加田町１９－６ 

サービス種別 養護老人ホーム（仕事にきゃんせは介護保険事業外の独自事業） 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

仕事ができる生きがいを感じながら、簡単な内職仕事に和気あいあいと皆で取り組ん

でいます。 

 

事業所名 認知症デイサービス事業所さくら番場 

郵便番号 〒 526-0273 電話番号 0749-74-9155 

住 所 滋賀県長浜市高畑町２０７ 

サービス種別 認知症対応型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

日々の暮らしの中で心配や不安を感じておられる方へ、午前は、それぞれのできる個

別メニューで自信回復してもらい、午後は一人でないことを実感できる集団レクで意

欲向上を図ります。成功体験の積み重ねにより、自分の役割があることを実感し、達成

感を得てもらえるように取り組んでいきます。 

 

事業所名 地域包括ケアセンター いぶき 

郵便番号 〒 521-0314 電話番号 0749-58-1222 

住 所 滋賀県米原市春照58-1 

サービス種別 
診療所・介護老人保健施設・通所リハビリ・訪問リハビリ・居宅介護支援事業所・訪問看

護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

老健、訪問リハビリ、通所リハビリといったサービスを通じて、対象者とその家族の生

活をサポートします。医師、看護師、介護士、作業療法士、ケアマネージャー、栄養士な

ど、他職種が協働して支援します。 

 

 ●湖北圏域 



 

事業所名 スタイルケア 

郵便番号 〒 521-0321 電話番号 0749-58-8003 

住 所 滋賀県米原市高番408 

サービス種別 地域密着型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

「行きたいと思える場所、自分らしく過ごせる場所を創る」という事業所理念のもと 平

成２３年４月よりデイサービスを運営しています。自分が行きたくなるようなデイサービ

スを作りたい。自分の大切な人に本当に勧められるデイサービスを作りたい。利用者さ

んにとっても、働くスタッフにとっても、スタイルケアがそういう場所になれるように。

また、この地域から必要とされる事業所となるように、スタッフ一同取り組んでいま

す。 

 

事業所名 デイサービスセンターほほえみ 

郵便番号 〒 526-0044 電話番号 0749-68-4014 

住 所 滋賀県長浜市下坂中町200-1 

サービス種別 認知症対応型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

住み慣れた自宅での生活が継続して、おひとりお一人が、いつまでもその人らしく生き

る！に寄り添います。 

職員全員でどのような BPSD にも適切に対応出来るようにチームで連携致します。楽

しく認知機能を使い、刺激を与える活動を年中無休で行っています。 

 

 

 

 

事業所名 おげんきさん（NPO法人元気な仲間） 

郵便番号 〒 520-1533 電話番号 0740-25-5703 

住 所 滋賀県高島市新旭町安井川148-4 

サービス種別 若年認知症の方を中心とする働く場 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

若年認知症の方等の、まだ働ける、人の役にたちたい、などの希望に答えていく為に自

主性作品の販売、内職受け等その方の病状に見合う作業の提供をしています。そして

楽しく参加して頂き居場所としての役割も考えています。 

 

  

 ●高島圏域 



 

 

若年認知症の人の受け入れを検討している事業所一覧 
 

◇以下の事業所は、若年認知症の人への支援経験はありませんが、今後受け入れを検討しており、

若年認知症に関する研修会、事例報告会への参加を経て、情報公開に同意された事業所の一覧

です。 
 

南部圏域 
 

事業所名 近江草津徳洲会病院 

郵便番号 〒 525-0054 電話番号 077-567-3610 

住 所 滋賀県草津市東矢倉３丁目34-52 

サービス種別 医療法人（病院） 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

日中は談話室に集まって食事をしたり、会話を楽しんで他の入院患者さんともコミュニ

ケーションをとれるようにしています。また、ボール等を使い体を動かして活動性をあ

げるレクリエーションにも取り組んでいます。昼夜逆転にならないように昼間の活動性

をあげ、夜間良眠できるようにしています。 

 

事業所名 特定非営利活動法人またあした またあした栗東 

郵便番号 〒 520-3015 電話番号 077-599-1302 

住 所 滋賀県栗東市安養寺6-9-60 イセムラビル１階 

サービス種別 通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

日常生活動作を活発に行うことにより、生活機能の維持･向上、何かをすることで他人

の役に立ちたいという意欲を引き出すことに力を入れています。老若男女、ハンデの

ある方、ない方もみな同じ、ここへ集う方々が皆、活躍できる居場所作りを目指してい

ます。 

 

事業所名 のどかの家高木 

郵便番号 〒 520-2302 電話番号 077-587-4561 

住 所 滋賀県野洲市高木737番地 

サービス種別 地域密着型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

令和 2年 1月から毎月第 3水曜日 10時から 15時にカフェを開設し、若年認知症や

軽度認知症の方とその家族はもちろん、認知症について知りたい方等の集う場を設置

しています。 

 
  



 

 

甲賀圏域 
 

事業所名 信楽荘居宅介護支援センター 

郵便番号 〒 529-1803 電話番号 0748-83-1313 

住 所 滋賀県甲賀市信楽町牧 1159番地 

サービス種別 居宅介護支援 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

ケアマネージャーとして、若年性の認知症を患っている方のケースも増え始めており、

地域包括支援センターとも連携しながら、安心して日々を在宅で過ごして頂ける様な

関わりを目指しています。 

 

事業所名 信楽荘ショートスティサービス 

郵便番号 〒 529-1803 電話番号 0748-83-1313 

住 所 滋賀県甲賀市信楽町牧 1159番地 

サービス種別 短期入所生活介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

アクティビティにおいては、自分で選ぶことができるような工夫と、その人の得意なこ

とを継続できるよう支援します。脳トレ（間違い探し・計算など）音楽など仲間と一緒に

楽しんでもらいます。 

 

事業所名 グループホーム 笑楽 

郵便番号 〒 529-1803 電話番号 0748-83-1313 

住 所 滋賀県甲賀市信楽町牧 1159番地 

サービス種別 認知症対応型共同生活介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

仲間と一緒に野菜づくりや、野菜を使ってお料理など楽しんでいただきます。定期的に

外出をして、生活に張りをもってもらい、その人のこだわりを大切にしています。その

人らしい生活の維持に努めます。 

 

東近江圏域 

 

事業所名 社会福祉法人六心会 地域密着型特別養護老人ホーム きいと 

郵便番号 〒 529-1431 電話番号 0748-48-7501 

住 所 滋賀県東近江市五個荘山本町 447-34 

サービス種別 地域密着型介護老人福祉施設 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

ご本人が長く親しまれてきた普段の生活を中断することなく続けていただく個別ケア

を基軸にしたユニット型特養です。入居される方の尊厳を守る設備やスタイルにもその

コンセプトを貫き、スタッフがお一人おひとりの意思や生活リズムを尊重する、きめ細

やかなケアを実践しています。 

 



 

 

湖東圏域 
 

事業所名 ぽぽハウス 

郵便番号 〒 522-0041 電話番号 0749-21-0664 

住 所 滋賀県彦根市平田町107-11 

サービス種別 地域密着型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく生きがいを見つけられる居心地の良い場所

です。世代をこえた支え合いの中で、地域の方を交えたうたごえサロンや健康サロンな

どの多彩なイベントや脳トレレクリエーション･お出かけ等の戸外活動など様々な活動

をおこなっています。個々の利用者様の思いを尊重したケアをおこなっています。 

 

湖北圏域 
 

事業所名 デイサービス みしま池 

郵便番号 〒 521-0221 電話番号 0749-55-0304 

住 所 滋賀県米原市池下563-1 

サービス種別 通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

お互いが思いやりの気持ちを忘れず、共生できる事に感謝し、それぞれの利用者様に

寄り添いながら、その人らしく過ごして頂ける様、環境作りを心掛けています。家庭的

な雰囲気の中で、一人一人ができる事を、協力しあいながら、スタッフも一緒に楽しみ

ながら様々な取り組みを行なっています。 

 

事業所名 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 行こ家のとせ 

郵便番号 〒 521-0082 電話番号 0749-54-8188 

住 所 滋賀県米原市能登瀬1294-3 

サービス種別 地域密着型通所介護 

取り組み内容 

一言ＰＲ 

「その人らしさ、その方の思い」を大切に、役割活動を通しての居場所つくりを行いなが

ら、在宅生活に繋がるよう支援していきます。 

 

  

「滋賀県健康づくりキャラクター ハグ」 



 

認知症相談医 認知症サポート医 

 

認知症にかかる相談窓口 
 

さまざまな相談窓口があります、お気軽にご相談ください。 
 

 

 

〇 地域包括支援センター（各市町に必ず設置されています） 
・ 認知症など介護に関する相談や心配ごとなど、様々な相談に応じています。 

・ 県内各市町の地域包括支援センター一覧は、滋賀県ホームページで公開 

しています。 

 

〇 認知症相談医、認知症サポート医 
・ 地域のかかりつけ医として、日ごろの診察で、物忘れなどについて相談できる 

医療機関です。 

・ 認知症相談医、認知症サポート医の情報は、滋賀県ホームページで公開して 

います。 

 

 

 

〇 公益財団法人認知症の人と家族の会滋賀県支部 
「もの忘れ介護相談室」 

・ 認知症介護経験者等が親身になって相談に応じています。 

ＴＥＬ（フリーダイヤル）：０１２０－２９４－４７３ 

相談受付時間 １０：００ ～ １５：００（月～金） ※祝日除く 

 

 

 

〇 認知症疾患医療センター（ ※ 裏表紙参照 ） 
・ 保健医療・介護機関と連携を図りながら、認知症の専門医療相談などを行っています。 

・ 若年認知症に関する相談窓口として、県内すべての認知症疾患医療センターにて相談に 

応じています。 

・ また、           の認知症疾患医療センターでは、若年認知症の人のニーズに合った 

関係機関やサービス担当者との調整役となる「若年認知症支援コーディネーター」が配置されています。 

 

  

コーディネーター 

お住まいの地域でのご相談は・・・

は・・・ 

介護経験者等へのご相談は・・・ 

より専門的なご相談は・・・ 

● 「若年認知症支援コーディネーター」の役割 
 

・ 適切な専門医療機関への案内と継続的な支援 

・ 就労の継続に関する支援 

・ 利用できる制度・サービスの情報提供 

・ 本人・家族が交流できる居場所づくり支援 



 

〇 認知症疾患医療センター 一覧 
 

● 琵琶湖病院 認知症疾患医療センター ビスタリ 
   住所  大津市坂本 1 丁目 8-5 
   TEL 077-578-２０２４ 
   相談受付時間  9：30 ～ 17：00（月～土） ※祝祭日を除く  
   アクセス 京阪松ノ番場駅より徒歩８分 

ＪＲ湖西線 比叡山坂本駅より送迎バスあり 
 
● 瀬田川病院 認知症疾患医療センター 
   住所      大津市玉野浦 4-21 
   TEL 077-543-1441 
   相談受付時間  9：30 ～ 17：00（月～金） 
            ※祝日・年末年始等病院の定める休日を除く 
   アクセス ＪＲ石山駅、瀬田駅よりタクシー7 分、徒歩 20 分 
 
● 藤本クリニック 認知症疾患医療センター 
   住所      守山市梅田町 2-1-２０４（セルバ守山 2階） 
   TEL 077-582-6032  ※090-7347-7853（時間外） 
   相談受付時間  8：30 ～ 17：30（原則）  
            ※不在の場合は、留守電対応 
   アクセス ＪＲ守山駅から徒歩 1 分 
 
● 水口病院 認知症疾患医療センター 
   住所   甲賀市水口町本町 2 丁目 2-43 
   TEL 0748-63-5430 
   相談受付時間  9：30 ～ 17：00（月～土） ※祝日を除く  
   アクセス ＪＲ貴生川駅（草津線）よりバス 15 分、タクシー10 分 
 
● 滋賀八幡病院 認知症疾患医療センター おうみ 
   住所      近江八幡市鷹飼町７４４ 
   TEL 074８-３３-７１０６ 
   相談受付時間  9：00 ～ 16：00（火～金） ※祝祭日を除く 
   アクセス ＪＲ近江八幡駅から徒歩３ 分 
 
● 近江温泉病院 認知症疾患医療センター 
   住所      東近江市北坂町 966 
   TEL 0749-46-0010 
   相談受付時間  9：00 ～ 16：00（火～土） ※祝祭日を除く 
   アクセス ＪＲ能登川駅からバス 30 分（送迎バスあり） 

名神高速バス 百済寺バス停から徒歩 2 分 
 
● 豊郷病院 認知症疾患医療センター 
   住所 犬上郡豊郷町八目 12 
   TEL 0749-35-3001 ／ 0749-35-5345 
   相談受付時間  9：00 ～ 16：30（月～金） 9：00 ～ 12：30（土） ※祝祭日、年末年始を除く  
   アクセス 近江鉄道豊郷駅から徒歩 1 分 

ＪＲ河瀬・稲枝駅よりタクシー10 分  
ＪＲ彦根駅よりタクシー20 分 
 

● セフィロト病院 認知症疾患医療センター 
   住所      長浜市寺田町２５７ 
   TEL 0749-６８-５７１６（専用）  
  相談受付時間  9：00 ～ 16：30（月～土） ※祝祭日、8/15、年末年始を除く 

   アクセス ＪＲ米原駅よりタクシー１５ 分 

            JR長浜駅よりタクシー１０ 分 

            JR田村駅より徒歩１５ 分 

コーディネーター 

コーディネーター 


