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               ƍǒƠƨƸä
ƍǒƠƨƸä
職場に認知症ではないかと心配している方がいらっしゃっ
職場に認知症ではないかと心配している方がいらっしゃっ
たら、企業などの産業医に相談してください。また、認知症
たら、企業などの産業医に相談してください。また、認知症
の診断に当たっては、認知症疾患医療センターなどの専門
の診断に当たっては、認知症疾患医療センターなどの専門
医療機関を受診するよう勧めてください。
医療機関を受診するよう勧めてください。
埼玉県では若年性認知症の相談・支援窓口を設置してい
埼玉県では若年性認知症の相談・支援窓口を設置してい
ますので、まずは御連絡ください。
ますので、まずは御連絡ください。

相談機関
相談機関
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地域包括支援センター
地域包括支援センター

認知症疾患医療センター
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埼玉県のマスコット
埼玉県のマスコット コバトン
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このリーフレットについてのお問合せは、
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埼玉県福祉部地域包括ケア課
埼玉県福祉部地域包括ケア課
〒330-9301
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話
電話０４８（８３０）３２５１
０４８（８３０）３２５１
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埼玉県
埼玉県
介護マーク
介護マーク
外出先でこのマークを見たら
外出先でこのマークを見たら
暖かく見守ってください。
暖かく見守ってください。
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認知症は、65歳未満の方にも発症するのをご存知です
認知症は、65歳未満の方にも発症するのをご存知です
か？これを
これを
Ẑᒉ࠰ࣱᛐჷၐẑ
Ẑᒉ࠰ࣱᛐჷၐẑ
と言います。
と言います。
か？

認知症の発症初期の症状は、原因となる病気により異なり個人
認知症の発症初期の症状は、原因となる病気により異なり個人
差もありますが、次のチェックリストにある兆候が見られることが
差もありますが、次のチェックリストにある兆候が見られることが
多いです。
多いです。

認知症は様々な病気によって引き起こされます。
認知症は様々な病気によって引き起こされます。
その主なもの
その主なもの
と初期の症状は次のとおりです。
と初期の症状は次のとおりです。
病気により治療方法は異なるため専門医の確定診断が重要です。
病気により治療方法は異なるため専門医の確定診断が重要です。

これらの項目に当てはまる場合でも、必ずしも認知症というわ
これらの項目に当てはまる場合でも、必ずしも認知症というわ
けではありません。
けではありません。

アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症

※※

若年性認知症を発症する平均の年齢は概ね54歳と推定さ
若年性認知症を発症する平均の年齢は概ね54歳と推定さ
れています。ちょうど組織の中核として、一家の働き手として
ちょうど組織の中核として、一家の働き手として
れています。
重要な時期に当たります。しかし、認知症が原因の仕事上の
重要な時期に当たります。しかし、認知症が原因の仕事上の
トラブルやうつ状態を、ストレスや年齢のためと感じて見過ご
トラブルやうつ状態を、ストレスや年齢のためと感じて見過ご
したり、他の病気と勘違いしてしまうこともあります。
したり、他の病気と勘違いしてしまうこともあります。

もしかしたら、仕事上のトラブルの中には、認知症が原因の
もしかしたら、仕事上のトラブルの中には、認知症が原因の
ものもあるかもしれません。そして、本人も周囲も悩んでいる
ものもあるかもしれません。そして、本人も周囲も悩んでいる
かもしれません。
かもしれません。
※※
日本医療研究開発機構認知症研究開発事業による「若年性認知症の有病
日本医療研究開発機構認知症研究開発事業による「若年性認知症の有病
率・生活実態把握と多元的データ共有システムの開発」（令和2年3月）
率・生活実態把握と多元的データ共有システムの開発」（令和2年3月）
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気になる点がある方には、企業などの産業医に相談をしたり、
気になる点がある方には、企業などの産業医に相談をしたり、
専門の医療機関を受診するよう勧めていただければ、認知症の
専門の医療機関を受診するよう勧めていただければ、認知症の
早期発見につながります。
早期発見につながります。

脳の中にβアミロイドというたんぱく質が蓄積することで脳の細
脳の中にβアミロイドというたんぱく質が蓄積することで脳の細
胞が死んでしまうことにより発症します。新しいことを覚えることが
胞が死んでしまうことにより発症します。新しいことを覚えることが
難しくなります。
難しくなります。
脳血管性認知症
脳血管性認知症

認知症のチェックリスト
認知症のチェックリスト
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脳梗塞や脳出血などの脳血管障害で起こる認知症です。初期か
脳梗塞や脳出血などの脳血管障害で起こる認知症です。初期か
ら歩行障害などの身体的機能の障害を伴うことが多いのが特徴で
ら歩行障害などの身体的機能の障害を伴うことが多いのが特徴で
す。
す。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症
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多くの場合は、認知症を治すことは困難です。しかし、早期
多くの場合は、認知症を治すことは困難です。しかし、早期
に治療を開始することにより、病気の進行を遅らせたり、症状
に治療を開始することにより、病気の進行を遅らせたり、症状
を改善したりすることができることもあります。
を改善したりすることができることもあります。
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脳の中にレビー小体というたんぱく質が蓄積することにより発症
脳の中にレビー小体というたんぱく質が蓄積することにより発症
します。記憶障害のほか、幻視やうつを伴うことが多いのが特徴で
します。記憶障害のほか、幻視やうつを伴うことが多いのが特徴で
す。また、手足の震えなどのパーキンソン病のような症状が見られ
す。また、手足の震えなどのパーキンソン病のような症状が見られ
ることもあります。
ることもあります。
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前頭側頭型認知症（ピック病など）
前頭側頭型認知症（ピック病など）
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脳の前頭葉と側頭葉が委縮することにより発症します。性格が
脳の前頭葉と側頭葉が委縮することにより発症します。性格が
変わったようになり、同じ行動を繰り返したり、抑制のきかない行動
変わったようになり、同じ行動を繰り返したり、抑制のきかない行動
がみられることもあります。
がみられることもあります。

また、早期に診断を受けることで、本人や家族は今後の人
また、早期に診断を受けることで、本人や家族は今後の人
生設計を考えることができたり、様々なサービスを早い段階
生設計を考えることができたり、様々なサービスを早い段階
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