
本人・家族の心理面への配慮 
本人・家族の診断後のとらえ方の違い 
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山口喜樹「若年性認知症支援に関する研修や地域啓発活動推進のための映像教育の開発」 
日本認知症ケア学会大会 大府センター 

本人 
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介護家族の「こころ」がたどる６つの段階 
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診断後の『 空白の期間 』をなくすこと ① 
本人・家族のとって、診断直後は病名に対する受容が追いつかず、動
揺し不安が大きい。そのようなときに支援の仕組みについて説明され、
相談機関のパンフレットを渡されたとしても、戸惑いのなかで情報を理
解し、勇気を出して相談機関に足を運ぶことが困難であることも想像
できる。 

継続的に本人と語り合い、家族の状況も含めた経済的状態等のアセ
スメントを行ない、本人の生き方や希望、家庭の事情をくんで、適時適
切に支援に繋げるパートナー的存在が必要。 

認知症支援推進大綱では、ピアサポーターによる心理的支援や、若
年性認知症支援コーディネーターの充実・資質の向上と、認知症疾患
医療センター等の医療機関や地域包括支援センター職員、認知症地
域支援推進員などによる広域ネットワークの構築が掲げられている。 

本人に見合った支援のコーディネートを行なうためには、各法の事業者間の相互理解の
促進、継続的な関わりの仕組みが必要である。 

３４ 



診断後の『 空白の期間 』をなくすこと ② 
• 若年性認知症の診断を受けると、医療機関や各市町村の相談窓口で直
ぐに介護保険の案内をされることが多い。しかし、早期の診断であれば、
診断後直ぐに使いたいサービスが介護保険にはなく、身体は元気なため
直ぐに介護保険が必要な状態ではない。 

• 直ぐに介護保険利用とはならない 

認知症の本人と家族の会等は都市部で開催されることが多く、地方に在住
している若年性認知症の人が参加し、ピアサポート活動を受けることが容
易でない現状がある。 

認知症疾患医療センターでも日常生活支援機能としてピアカウンセリング
などのピアサポート活動や交流会の実施が行なわれているが、2019（R1）
年殿実績報告書では全体の14.7％の実施。今後も、若年性認知症の継続
医療、継続した診断後支援の拡充とともに、認知症疾患医療センターにお
けるピアサポート活動等の取組みは拡充していくことが期待される。 

※宜野湾市の若年性認知症カフェでは、本人・家族のピアカウンセリングの交流会を重視して実施して
いるが、診断で自動車運転が不可・家族の送迎がない等、開催場所まで来ることが出来ない方も多い。 
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 ★★居場所の課題共有（今後の活動に注目）★★ 

診断後の『 空白の期間 』をなくすこと ③ 
•診断を受けた後の居場所の支援⇒大阪市『タック』のような、“いつ
でも通える場所”が沖縄県でも必要ではないか？ 

 

＊R4年3月22日 

まちづくりワークショップ 

      ↓ 

＊R4年4月17日 
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本人交流会 （若年性認知症カフェ） 

創作活動 

フンドウー（自助就労型グループ活動）と共同 

交流 

ピアカウンセリング 

コロナ後の様子 

小さな図書館 

「本人の声を届ける」 
小さな図書館 

令和２年８月貸し出し開始 

当事者同士・介護家族同士での仲間としての繋がり（悩み解決へ） 

コロナ前の様子 

３７ 

※配布資料 

個人が特定されないよう、
写真は掲載していません。 



 就労型活動グループ 
 フンドゥー（Fun Ｄo） 

認知症と向き合い、 
仲間と出会い、「働くこと」を  
通じて目標を見つけ、 
やりがいをもって活動する 
「就労型活動グループ」です。  

 
  

就労型活動グループ 

Fun 
Do 
フンドゥー  
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     本人に関して困っていること 
「認知症の症状が進行している」 

「高齢者が多いディサービス等に行きたくない」 

「気分が不安定、あるいは意味もなく不安になる」 

「社会参加の場が少なく、社会とのつながりが薄い」 
 

 

「介護サービスを受けたいが経済的に厳しい」 

「認知症以外の病気が悪化している」 

「車の運転をやめられない」 

「介護保険サービスをうけたくない」 

多い順 

（介護保険サービスが高齢者対象でフィットしていないジレンマ） 

社会とのつながりの損失による苦しみ・症状によって中断せざるを得なかった社会生活の喪失体験 

適切な社会資源に繋がれていないJ孤独感 

必要とする通いの場⇒外出や趣味活動を楽しめる通いの場、軽作業に取り組む等就労に近い内容の通いの場。 
※理解者と共に楽しむこと、残存機能を社会活動につなげ、誰かの役に立つこと、いずれも人として尊重される希望 
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 家族全体に関してのいつも困っていること 

「今後の生活や将来的な経済状態に不安がある」 

「介護のため、介護者自身の仕事に支障が出る」 

「子どもの進学、就職、結婚について不安がある」 

「本人と家族との関係がうまく保てない」 

「相談したり、気晴らしをする場所がない」 

「支援制度やサービスの情報が得られない」 

「介護を助けてくれたり、相談したりする人が居ない」 

「介護等介護者の健康状態が良好でない」 

「介護保険・就労等、どこに相談するのかわからない」 

多い順 

大きく分けると 
 

①経済的課題 
②介護と仕事の両立の課題 
③子の教育・就職・結婚の課題 
④本人と家族の人間関係の 

課題 
⑤家族の精神的・身体的 

健康上の課題 
⑥知識・情報収集の困難と 
多義にわたる家族支援の課題 

★家計について収入源：家族の収入52.3％、本人の障害年金39.9％  収入が減った⇒64.0％ 
★養育必要な子がいる：12.3％（そのうち51.6％高校・大学在学中養育していた） 
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年に1回開催（毎年10～11月頃に開催している） 若年性認知症自立支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議の開催 

「ネットワーク会議」 
     開催 

沖縄県若年性認知症支援推進事業 

若年性認知症の方の支援を展開するにあたり、他職種連携が必須となる。 
関係機関の方々と若年性認知症支援の課題を共有し、今後の支援体制の強化に向けて 
意見交換・必要な支援や制度について話し合う会議。 

 
 

医療関係者 認知症疾患医療センター 琉球大学病院（基幹型） 沖縄県全域 

認知症疾患医療センター 医療法人タピック宮里病院（北部圏域） 

認知症疾患医療センター 特定医療法人アガペ会 北中城若松病院（中部圏域） 

認知症疾患医療センター 医療法人社団輔仁会 嬉野が丘サマリヤ人病院（南部圏域） 

認知症疾患医療センター 特定医療法人葦の会 オリブ山病院 （南部圏域） 

認知症疾患医療センター 医療法人たぶの木 うむやすみゃあす・ん診療所（宮古圏域） 

沖縄県保健医療部 地域保健課 

沖縄県医師会 

福祉・就労 沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課 

認知症の人
家族 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 沖縄県支部 

若年性認知症当事者就労型活動グループ フンドウー 

令和3年度構成員 ※新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ緊急事態宣言等で令和2年度からｵﾝﾗｲﾝ開催 
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県内  
若年性 
認知症 
の課題 

・健康管理の意識がない 

  ※高血圧多い、糖尿病放置 → 脳血管疾患・生活習慣病へ繋がる 

  ※アルコールの問題が隠れている 

・単身で気付きが遅れる 

  ※単身（男性は高齢の母親が擁護、女性はひとり暮らしが多い） 

  ※高齢者の親も要介護の状態（ダブル介護） 

・子ども → 未成熟な子どもが親を介護するヤングケアラーの増加 

  ※罹患者の配偶者は、一人抱えている。支援先は複数必要 

  ※ひとり親世帯（子供は相談場所がわからない、支援遅れる） 

・経済的支援が課題 → 通院継続困難に繋がる 

  ※年金未納で所得保障が受けられない 

  ※低所得、パートで所得保障小さい、医療費も躊躇する現状 

・免許返納が難しい → 車社会なので移動手段がなくなり引きこもりに繋がる 

  ※事故、トラブルあっても返納理解得られない 

  ※保険未加入の状態もある 

・移動手段なく動けない → 各市町村で移動支援の利用に幅がある 

  ※公共交通機関の利用が定着しない（家族は仕事・バスに不慣れ・タクシー乗ってしまい経済的ダメージ）   

・介護保険認定おりてもサービスに繋がらない（現在の介護事業所は高齢者対象で若年のニーズにマッチしない） 

  ※本人の希望は「仕事がしたい」 

  ※集団になじめない、高齢者の集団に抵抗強い 

  ※経済的に家族の負担を心配する 

  ※65歳未満のかたの受入れ先が少ない 
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沖縄県若年性認知症支援ネットワーク会議について 

平成29年度 平成30年2月8日開催 
・平成29年4月3日に配置された沖縄県若年性認知症支援コーデイネーターより配置後の 
 相談内容について発表 
 
平成30年度 平成30年10月31日 
・若年性認知症支援ガイドブック作成に向けたワーキング会議を開催。 
 
令和元年度 令和1年10月24日 
・県内のケースで共通した課題「移動支援」「子どもの支援」「財産管理」について情報 
 共有頂き、意見を頂く。 
 
令和２年度 令和２年１１月２５日 オンライン開催 
・県内の課題「早期受診・早期支援」「就労支援事業所・相談支援員との連携」について 
 情報共有頂き、意見を頂く。 
 
令和3年度 令和3年11月18日   オンライン開催 
・若年性認知症支援連携の課題～円滑な支援に向けて～「医療・福祉・就労」課題共有・ 
 意見を頂く。 

令和元年度  ネットワーク会議の様子 
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支援者研修会 

・支援者研修会開催、一般向け講演会開催 

内容 利用数 

平成25年度 大規模2回（宮古島市・石垣市） 

平成26年度 

平成27年度 大規模開催３回（本島・宮古島市・石垣市）、 
小規模開催1回 

346名 

平成28年度 本島大規模1回、認知症カフェ内で行う小規模開催5回 219名 

平成29年度 大規模開催3回（本島2回・石垣市） 195名 

平成30年度 大規模開催２回（本島・宮古島市） 
小規模開催６回（本島で事例検討会）  
※相談会5回開催（宮古島市・石垣市） 

108名 
7名 

21名 

令和元年度 大規模開催６回（北部・中部・南部・宮古島市・石垣市） 382名 

令和２年度 大規模開催６回（北部・中部・南部・宮古島市・石垣市） 
→ コロナウィルスの影響で北部・石垣市以外、オンライン開催へ 

５３名 

令和３年度 オンライン開催（2回開催） ①19名 
②44名 

支援者研修会や 

講演会の開催 

令和2年度  支援者研修会の様子 

上：北部地区  下：八重山地区 

 

2ヶ所以外はオンライン開催へ 
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 一般向け講演会 

内容 利用数 

平成25年度 県外当事者1名による当事者が語る会 
（会場：那覇市ているる） 

ー 

平成27年度 本島認知症カフェ内で一般向け勉強会を3回シリーズで開催 54名 

平成28年度 ・県外当事者1組、県内当事者1組：当事者が語る会（会場：嘉手納町） 
・県内当事者1名：当時者が語る会（会場：宮古島市・石垣市） 

356名 

平成29年度 県内当事者４組：当事者が語る会（会場：浦添市） 83名 

平成30年度 当事者の体験（ＶＲ）を学ぶ会（会場：那覇市、共催：沖縄県社会福祉協議会） 171名 

令和元年度 当事者の体験（ＶＲ）を学ぶ会（会場：那覇市） 97名 

令和２年度 就労支援について・事例発表  

→ コロナウィルスの影響で相談会へ内容変更  
１名 

令和３年度 「ひと足先に認知症になったわたしから伝えたいこと」ハイブリット型開催 
会場（本人・家族：終了後講師と交流会開催）・オンライン（専門職対象） 

会場38名 
オンライン 

90名 
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若年性認知症の人の就労継続支援について① 

•仕事上の問題点 

認知症は進行する病。治療薬はあるが根本治療には至らない 

                ↓ 

診断されると、仕事ができなくなるのではないか？と考える人は多い。 

 

一旦退職してしまうと、再就職が出来たとしても、これまでと同等の収
入額を維持することは困難･･･ 

                ↓ 

可能な限り現在の職場で継続して勤務することが望ましい。 

４６ 



若年性認知症の人の就労継続支援について② 

•現役で仕事している人が認知症になると･･･ 

複数の作業が同時にできない 

作業の手順が理解できない 

考えがまとまらない 

いわれていることがわからない 

 

その結果、 

スケジュール管理が困難になる  

約束や連絡をわすれる等により 

他社、他部門、取引からのクレームが 

でてくる可能性がある。 

 

認知症の中核症状による 
症状が現れる 

【本人】 
仕事に自信がなくなる 

ミスが増えて同僚や会社に迷惑をかけ
ていると考えて自己退職する人がいる 

【会社】 

作業効率が落ちて十分に働けないとい
う理由で解雇したりする場合がある。 

このような状況が続けば･･･ 
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若年性認知症の人の就労継続支援について③ 

これらの背景には、社会資源が不適切・不十分であることや、就労継続の
サポートが欠如していることがあるが、退職してしまうと社会的が困難に
なり、閉じこもりになってしまう場合もある。 

このように、疾病を抱える労働者の状況には、仕事上の理由で適切な治
療を受けられなかったり、疾病に対する労働者自身の理解が不十分で
あったり、職場の理解・支援体制が不足することによって離職してしまった
りする場合がある。 

 その為、国は 

「事業場における治療と使途との両立支援のためのガイドライン」を作成し、
事業者が疾病を抱える労働者を就労させる場合、業務により疾病が増悪し
ないよう、治療と職業生活の両立のために必要となる一定の就業上の措置
や治療に対する配慮を行うことにしている。 
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事業場における治療と仕事の 
            両立支援ガイドライン 

R3年12月 
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『沖縄県地域両立支援推進チーム』 
『沖縄県地域両立支援推進チーム』  １回／年会議開催 
     （沖縄県労働局 健康安全課）主催 
 
・一般社団法人 沖縄県経営者協会 
・日本労働組合総連合会沖縄県連合会 
・一般社団法人 沖縄県医師会 
・沖縄県健康長寿課 
・若年性認知症支援 新オレンジサポート室 
・琉球大学病院がんセンター 
・沖縄県社会保険労務士会 
・沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 
・一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 沖縄支部 
・株式会社ＮＳＲ沖縄 
・全国健康保険協会沖縄県支部 

・沖縄県難病相談支援センター 認定ＮＰＯ法人アンビシャ
ス 
・沖縄県労働局職業安定部 訓練室 
・沖縄県労働局職業安定部 職業対策課 
・沖縄県労働局雇用環境・均等室 
 

「両室支援セミナー」 

“治療しながら働く”現場の事例を紹介 

Ｒ２年度 発表の機会を頂きました。 

 

 

 

構成
チーム 
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支援はソフトランディングの視点から 

＊物事や変化がゆっくりと進むことを「ソフトランディング」と言います。 

例：飛行機が着陸するときは、旋回しながら高度を下げて、滑走路に近づき
ゆっくりと降りて着陸します。そんなイメージで利用する環境の整えを症状
の進行に合わせて行なっていきます。 

 

＊認知症の支援は、「ソフトランディング」の視点で行ないましょう。 

病気が進行するにつれ、記憶力や判断力などが低下していき、作業能力も
落ちていきます（急激な変化ではありません）。 

ゆっくりと変化する症状や能力に応じて、その時にできる仕事を見つけます。
それでも、病気は進行して変化は続き、いつかは仕事ができなくなる時期
がきます。本人・家族の希望に寄り添って周りがサポートしながら、少し先
を見据えて、切れ目のない支援をすることが大切です。 
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支援はソフトランディングの視点から 

         若年性認知症の人が 

         今の職場での仕事を続けること、 

         退職後の障害福祉サービスの利用、 

         更に介護保険サービスのへの移行、 

         ゆっくりとした症状の変化に沿った、 

         それぞれの時期に合った 

         切れ目のない支援が 

         「ソフトランディング」の視点です。 

 

  「ソフトランデイング」は本人・家族に寄り添っていく支援です 
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若年性認知症支援コーディネーターを 
  中心とした切れ目のない支援 

＊認知症の気づき・・・受診をすすめる 

＊診断・・・処遇・対応を検討する 

＊就労を継続・・・周囲の理解・配慮を促す 

    ※相談支援専門院と連携し、計画相談・・・受給者証取得 

＊受け入れ・・・周囲の理解・配慮を促す 

＊新しい環境に慣れる・・・環境を整備する 

＊症状進行・・・環境を調整しながら対処も検討する 

    ※相談支援専門院と連携し、計画相談・・・受給者証取得 

＊身体機能の低下・・・介護サービスの利用をすすめる 

＊就労意欲・・・働く場を紹介する 

＊社会参加・・・集まる場を紹介する 

     

企業等 

就労継続支援 
事業所 

介護保険 
サービス事業所 

（例） 
半日型通所 
   ↓ 
一日型通所 
進行に合わせて移動 

（例） 
配置換え・ 
  部署異動      
   ↓ 
・就労継続？ 
・退職の判断 

主治医へ本人の
作業能力の確認 
行い、Ａ・Ｂ型 
考慮し繋ぐ 

＊企業へ  
 認知症サポーター養成講座の開催 

受け入れ先の就労支援事業所へ
認知症勉強会 

医療受診の状況確認 
↓ 

企業訪問 
（勤務状況・雇用内容確認） 

モニタリング会議参加で
作業状況の確認 

認定調査の同席（適宜） 
これまでの支援情報共有 

仲間との集いの場・認知症カフェ等 

就労の後方支援 

介護の後方支援 
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若年性認知症の人の就労・社会参加の経過 

自立を目指した働き方 人の援助がある働き方 働くを選ばない生き方 

仕事内容の変更 
仕事量の削減 

※本人のストレス減を考慮 

周囲の環境を整える 
※本人を変えようとしない事 

自己通所 
作業能力あり 

ADL自立 
 

※排泄の自立 

サービス内での役割 
 

地域への貢献・ 
繋がり 

（ボランティア等） 

本人のニーズや価値観に合う生き方は何か？本人の意思は？ 

一般就労 カフェ・介護サービス 

利用 
福祉的就労 
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※相談に繋がって「働きたい」という意思表示をした方は、必ず繋げるように意識している。 
なぜか？⇒“挑戦もせずにあきらめた”  OR “ 挑戦してみて駄目だった”では、その後のソフトランディング受入れ感異なる。 

★ソフトランディングな支援 

できない事を 
サポートすれば 
まだまだ働ける！ 

※働ける期間は
限られている!! 
     ↓ 

主治医の作業
能力の見立てを
確認して早めに
繋いでいく!! 

※本人が出来る事は継続する。役割を持つことが重要！ 
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