
若年性認知症への継続的支援体制（ソフトランディング） 
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「本人・家族のための若年性認知症ｻﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸ」より 厚生労働省資料を基に作成資料 一部改変 
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子どもの支援 
１．世代別にみた精神面の支援について 

 年代 現象 対応方法 

幼い子どもがいる場合 ・変化していく親の姿に怖がったり、敬遠したりする 
・親に甘える時期に甘えられない 

・認知症の本人を支える配偶者（介護者）にもゆとりがな
い 

・身近な大人が親の代わりとして、子ど
もの気持ちを受止める役割を果たす 
・教育について支援が必要 

思春期の子どもがいる場合 ・今までと違う言動をする親に対して、反発したり、悩ん
だりする 
・友人の親と自分の親を比較する時期 

・進路について遠慮が無いか、本当の
希望を聞き出す人が必要（スクールカ
ウンセラー支援・制度利用の充実） 
進路をあきらめないサポート 

大学進学の頃・ 
成人した子どもがいる場合 

・就職、仕事と介護の両立、結婚、出産など人生の節目
で親の病気が何らかの影響を与える 
→大学進学をあきらめる、兄弟の為に働く事を選択、車
購入や色んな手続きの保証人を頼める人が居ない 

・周囲の人から介護者としての役割を期待され、年齢に
合わない介護の責任を負う 

・子ども自身の人生が尊重されている
か考えを促すことが必要 

・介護についての考え方として助言が
必要 

＊ひとり親家庭等制度、生活福祉資金貸付制度、奨学金制度の利用など、活用へ 
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一般社団法人ケアラーワークス 
      ボランティア団体 まりねっこの会 

★東京都府中市が活動拠点。 

★講演活動やピアサポートづくりは 
全国各地で展開中。 

 

★２０１２年（H24）１２月～ 

若年性認知症の親と向き合う子ども
世代のつどい「まりねっこ」を運営して
いるボランティア団体。一般社団法人
設立としてフォーラム開催した。 
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NPO法人ぷるすあるは   絵本とウェブサイト 
  （看護師＋医師を中心にメンタルヘルス情報発信） 
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   関係機関との支援連携について 

６０ 



 
・初回電話対応 
・面談（説明と主旨把握） 
・支援計画 
・連携（関係機関への電話相談・連携依頼） 
・関係機関への繋ぎ 
・再評価     ● 
・アフターフォロー     

 

地域の支援（居住区） 
主担当： 
地域包括支援センター等 

【相談・連携を通して目指すべきところ】 
混乱期を一人で過ごさず、早期に自身の進路を模索し、
自分らしい生活に入る（いきなり介護保険ではなく、
サポートを受けながらそのまま在職→段階的に福祉的
就労や地域の活動、ボランティア等で社会参加を継続
し、後々介護保険への移行というソフトランディング
を目指す） 
そのためには地域とともに居場所づくりを検討し、
サービスの拡充と充実にも働きかけていく 
       （沖縄県若年性認知症支援推進事業） 

若年性認知症支援コーディ
ネーターの基本的な支援

の流れと役割 

・●関係機関とは 
・医療関係者（医師、相談員等） 
・企業（人事課、上司等） 
・障害福祉、福祉的事業所等 
・介護保険事業所（ケアマネ、相談事業所等） 

・連携 ・協業 
・情報共有 
・社会資源の検討 

本人  家族  関係機関 ●   

相 
談 

者  

※ 終了目安は介護保険 
サービスの安定した利用であ
るが、介護保険に限らず、 
安定したい場所が構築された
場合、一旦区切り、後方支援
で経過を追う 

●関係機関とは 
・医療 
・経済保障 
（行政・手続き） 
・就労 
・障害福祉 
   サービス 
・介護保険 

若年性認知症支援 
コーディネーター 

※繋げるタイミングで支援連携シートを 
作成して本人・家族の確認の元、 
支援者にお渡ししています 
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コーディネーター支援の介入の仕方 

６５歳到達     

  まで  
  経過を追う 

アセスメント 

 
 
 

相談 

集中的 
支援 

年齢 

・職場との調整 
・就労継続支援 

  ・福祉的就労  等 

 
・経済的支援 

 
・就労支援 

 
・子どもの支援 

 

・居場所 
・介護保険の申請 

包括支援センター 
ケアマネージャー 

後方支援・見守り 

・モニタリング参加 

症状の進行に合わせた 
環境の整備 

次の居場所支援等 
適宜ケア会議等へ参加 

ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ 

・自立支援医療 
・障害年金申請 

適宜、会議参加 

※繋いだ後も経過を追う→担当者会議への参加や情報共有の連絡を頂きたい 

『支援連携シート』作成し 
必要な他機関へ繋ぐ 

・各機関の役割を明確化 

※高齢者の利用を目的とした通所等への定着が難しい→通所しぶりで中断する事も…その場合は再度仕切り直して居場所支援必須!! 

※ケアマネに引き継いでも 
    支援は終わりではありません 
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   若年性認知症 
ワンストップの相談窓口 

支援連携の必要な窓口 
       ・相談 → アセスメント → 必要な窓口に適切に繋ぐ 

障害者職業・生活支
援センター 

企業 

地域障害者職業セ
ンター 

地域包括支援セ
ンター 

行政機関 

介護保険サー
ビス 

障害福祉サー
ビス 医療機関 

公安 

教育 

本人家族の悩み・不安・健康
面の不安 
・日常生活支援 
・職場復帰 
・財産の管理 

相
談 若年性認知症自立支援ネット

ワーク 

若年性認知症支援コーデ
イネーター 

・地域の身近な相談窓口 
    （本人・家族） 
・見守り   
・地域の居場所紹介 
・ＳＯＳネットワーク登録 
・介護保険の申請 
・ケアマネｰジャー探し 

＊障害福祉課 
＊介護保険課 
＊年金課 
＊生活保護課 
＊児童家庭課・保育課 

＊勤務先との相談・調整 
 必要に応じて配置換え 
＊障害者雇用の対応 
      ↓ 
     退職 

子どもの学校のこと 

自動車運転免許 

＊受診・精査・確定診断 
＊定期的通院・治療 
＊各種申請診断書記載 

＊自立支援医療・ 
 精神福祉手帳申請 
＊福祉的就労（障害認定調査） 

＊移動支援事業 

就労支援
事業所 

＊相談支援員決定・ 
 就労支援事業所（見学・体験） 
＊就労モニタリング会議参加・評価 
＊認知症について勉強会 

介護保険申請・認定調査 

障害福祉サービスと 
介護保険の併用 

ジョブコーチの派遣による 
雇用継続支援 

＊雇用継続のための相談 
＊職業生活相談等 

本人・家族の
ケア 

若年性認知症カフェ 
・仲間に繋ぐ 

・ピアカウンセリング 

①相談業務 
②当事者と家族の   
  集い 
③支援者研修・ 
 一般講演会 
＊連携機関との 
ネットワーク会議 

※家族の手続きが 
難しい場合は同行支援 

※経済的支援 

障害年金申請（年金事務所同行・
資料作成支援） ６３ 



多職種連携時の支援連携シートの作成 

★地域包括支援センターへ 

 ・初めて紹介する際（SOSネットワーク依頼含む） 

 ・介護保険申請のタイミング 

  （認定調査立会い・ケアマネージャー探し依頼） 

 ・ケアマネージャーによる担当者会議開催時 

★相談支援事業所・計画相談員・就労支援事業所 

★介護保険申請・ケアマネージャー・介護事業所 

 

※作成したら、ご本人または家族の確認をして頂いてから、  

 お渡ししています。支援の中で他職種への連携の際に、ご使用に 

 なる場合は、必ずご本人・家族へ確認のもと行なってください。 
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多職種連携時の支援連携シート 受け取ったシートを支援で使用する際は個人情報なので本人・家族へ必ず確認してから使用を!! 

医療・包括・就労・ケアマネージャー等、関
係機関の役割を整理 
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関係機関の動きの項目 （例） 

＜医療機関＞ 

定期的通院・治療提供。症状・身体的変化や生活状況の経過・把握確認。
各種利用出来るサービス申請の為の診断書等の記載など。 

＜包括＞ 

SOSネットワークの登録・一番最寄りの相談場所・認知症カフェ等の居場所
支援やイベント案内、利用出来る資源紹介、介護保険サービスの導入の支
援（申請・認定調査の立会い・ケアマネージャーの紹介等）・ケアマネー
ジャーの後方支援 

＜新オレンジサポート室＞ 

経済的支援（障害年金申請）・就労支援、本人・家族の居場所支援（若年性
認知症カフェ・ピアカウンセリング）、子どもの支援、包括・ケアマネージャー
の後方支援（６５歳到達まで経過を追う） 

６６ 



支援の際に配慮するべきこと 

介護保険申請時の支援 

 病名等の確認、申請の支援、 

 ※認定調査での立会いをして頂きたい 

 （家族が上手く機能低下の現状を伝えられない場合が多い） 

  介護度が軽く出てしまうことが多い 

※担当者同士が初回で顔を合わせておく重要性 

 （ケアマネージャー紹介や他職種、後見人など、初回で挨拶が出来ている
と支援の把握など誰に連絡をすれば良いのかが明確になる） 

今現在は、包括へ介護保険導入時に紹介・ケアマネージャー探し・紹介を
依頼すると、初回担当者会議等にも連絡が無く支援開始となっている事が
多い。情報共有の機会も無く把握の手段がないのが現状 

新しく支援者として専門職が関わる等
の節目や、通所に行かない、別の事業
所探しが必要、粗暴行為が現れたなど
支援が上手く行かないときは包括・支
援コーディネーターは後方支援でソフト

ランディングとして相談・会議に 
参加することが望ましい 
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地域包括支援センター 
・認知症地域支援推進員 

＊就労支援事業所 
＊相談支援員 

＊ケアマネージャー 
＊介護保険事業所 

＊医療ディケア 
    （精神・認知症） 

※本人のニーズによって連携機関も異なります。 

仕事 

介護 

病気について 

利用出来る制度の活用 

本人の居場所 家族・子どもの支援 

生活環境の整え 

経済的支援 

オーダーメイド
支援 
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一般社団法人 日本認知症本人ワーキンググループ       
     JDWG(http://www.jdwg.org/) 
認知症になってから希望と尊厳をもって暮らし続ける事ができ、 
よりよく生きていける社会を創りだしていこう 

• 法人概要  平成29年9月29日設立  代表理事：藤田和子さん 

＜活動目的＞ 

認知症とともに生きる人が、希望と尊厳をもって暮らし続けることができ、社会の一員とし
てさまざまな社会領域に参画・活動する事を通じて、よりよい社会をつくりだしていくこと。 

＜設立に至る歩み＞ 

2010年前後から、認知症になった私たちが、体験や思い、希望を語る活動をそれぞれが
始める。 

2014年10月 目的を同じくする仲間が集まり、日本認知症ワーキンググループを結成。 

2017年9月 活動を持続発展させていくために、一般社団法人  日本認知症ワーキング
グループを設立。（英文名は、Japan  Dementia  Working  Group,  略称：JDWG） 
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   “希望宣言” と “本人ガイド” 

日本認知症本人ワーキンググループ 
  ホームページからダウンロードできます。 
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【基本的考え方】 
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を
重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進 
 
    ※1「共生」とは、認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会で共に生きるという意味 
   ※2「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味 

認知症施策推進大綱（概要）（令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定） 

 
 
＊認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近
な人が認知症になることなども含め、多くの人に
とって身近なものとなっている。 
 
＊生活上の困難が生じた場合でも、住所化を予防し
つつ、周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を
持って前を向き、力を活かしていく事で極力それを
減らし、住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分
らしく暮らし続ける事ができる社会を目指す。 
 
＊運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣
病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割
の保持等が、認知症の発症を遅らせる事ができる可
能性が示唆されていることを踏まえ、予防に関する
エビデンスを収集・普及し、正しい理解に基づき、
予防を含めた認知症への「備え」としての取組を促
す。結果として70歳代での発症を10年間で1歳遅
らせることを目指す。また、認知症の発症や進行の
仕組みの解明や予防法・診断法・治療法等の研究開
発を進める。 

 

コンセプト 

①普及啓発・本人発信支援 

②予防 

③医療・ケア・介護ｻｰﾋﾞｽ・介護者への支援 

④認知症バリヤフリーの推進・若年性認知症の 
  人への支援・社会参加支援 

⑤研究開発・産業促進・国際展開 

・企業・職域での認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成の推進 
・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開         等 

・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充 
エビデンスの収集・普及                   等 

・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化 
・家族教室や家族同士のピア活動等の推進       等                   

・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり 
・企業認証・表彰の仕組みの検討 
・社会参加活動等の推進                   等                   

 ・薬剤治験に即応できるコホートの構築          等                    

具体的な施策の5つの柱 

認
知
症
の
人
や
家
族
の
視
点
の
重
視 
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若年性認知症本人の声･･･耳を傾けよう！ 
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認知症は増えている･･･ 
誰もが･･･なり得る病気です。 

2015年  ５２０万人 

 

2025年  ７００万人 

   （６５歳以上の5人に１人） 

 

※ withコロナによる生活様式の中 

  認知症は更に増える可能性がある･･･ 

世界の認知症情勢 
 
 

＊認知症は3秒に1人の割合で発症 
 
 

＊２０１５年で４６８０万人 
↓ 

２０年毎に倍増していくと推計 
 
 

＊低・中所得国で増加傾向 
↓ 

2050年には６８％を占めると推計 

正しい情報を周りにも伝えていこう！！ 
自分が認知症になっても住みやすいまちづくり。 
優しい、思いやりのあるサポート体制を・・・ 
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「認知症になっても  働きたい」 

「やりたいことに挑戦したい」 

      そのご本人の気持に 

    寄り添うことが出来たら･･･ 
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「認知症」の事を 「認知」と、 
         使っていませんか？ 

「認知」とは･･･何かを認識・理解する、ある事柄を
はっきりと認めることを指します。 

 

（言葉の使い方：例） 

法律上の婚姻関係によらず生まれた子を、その 

父親または母親が自分の子だと認める行為。 

 

※「認知症」を表現する言葉として「認知」は 

   適切ではありません。 

 

全国で、若年性認知症のご本人が、自分の気持を
発信する時代でもあり、オンライン研修会も増えて
います。 

実は･･･認知症支援・介護に携わる専門職の方がこ
の表現をしている事が多く、当事者の方から物議を
醸す声が出ています。 
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