
 

鎌倉市の人口は、約 17 万４千人です。認知症の発症率を厚生労働省の推計割合で計算しますと、 

本市の 65 歳以上の高齢者の３分の１にあたる約１万 4,500 人の方が、認知症もしくは軽度の認知障 

害ということになります。この数字は市民の８％と大変大きなものですが、今や認知症は地域社会に 

とって特別なことではないということです。 

こうした中で、鎌倉市では、認知症に対する取組みとして、認知症の支援組織である「かまくら認知症ネットワー

ク」や、認知症家族の会である「かまくらりんどうの会」などが中心となり、認知症の方やそのご家族の方への支援

の輪が拡がっています。また、小学生から高齢者まで約 3,000 人もの方々が、地域包括支援センターなどが行う認知

症サポーター養成講座で認知症について学んでいただいており、さらには、次世代を担う中学生や高校生も、認知症

の方や家族の方と一緒に活動していただいています。 

より多くの市民の方々に認知症が正しく理解され、今後、ますます進展する少子高齢社会に向けて、「認知症にな

っても、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる」地域社会、とりわけ、支援が必要な方に誰もが手を差し

伸べ、支え合う「鎌倉」を目指していくことが重要です。鎌倉市としても、認知症サポーター養成講座や認知症地域

支援フォーラムなどを通じ、認知症について広く啓発活動を行うとともに、少子高齢社会に対応する自助・共助・公

助の仕組みづくりを皆さんとともに考え、実践していきたいと思います。 

嬉しいです。                                    
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お問合せ・相談のご予約は、鎌倉市役所 市民健康課まで 

でんわ 0467-23-3000 内線2678（受付8:３０～17:15） 

入会ご希望の方へ 
 

～ 申込み用紙はホームページよりダウンロードすることができます ～ 

FAX 0467－39－5490 
http://kamakuraninchishou.com/ 

一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク 事務局 
[問合せ先 TEL 0467－47－6685] 

会員種別 年会費 
１．個人正会員  ３０００円  
２．個人賛助会員 ２０００円（一口以上） 
３．団体賛助会員 ２０００円（一口以上） 
※申込書送付後、年会費をお振り込みください。 
郵便振込口座 ００２４０－８－１４０５８７ 
口座名 一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク 
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認 知 症 ケアでつながる人 々   稲田秀樹 
かまくら認知症ネットワーク代表理事 
ケアサロンさくら 施設長 

～ 次号予告 ～ 

☆「第１４回かまくら散歩」～谷戸の春を楽しもう～の報告  

☆「若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」本人の部・家族の部の報告 

☆「安心支えあい町づくり会議」の報告 

☆地域の動き、認知症ケアでつながる人  々

題字 古川茂明 

３月・４月の予定 

3月 1日（土）  若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい 
3月 18日（土）  認知症相談          鎌倉市役所 
3月 10日（月）  安心ささえあい町づくり会議  鎌倉市福祉センター 

3月 28日（金）  運営会議           NPOセンター鎌倉 
3月 29日（土）  かまくら散歩         鎌倉中央公園 

★会報発行にあたり題字を当会会員で若年性認知症の古川さんのご子息（知的障害のある茂明君）にお願いしました。また、毎号イベントの写真はケアマネジャーの出口慎一氏より提供頂いています。（稲田）  

★３月11日（土） 「若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」～本人支援のつどいと家族交流会を行います～ 鎌倉市腰越  
☆３月１０日（月） 「安心支えあい町づくり会議」～認知症の人も、私たちも、誰でもが安心できるまちづくりとは？～ 
★３月２９日（土） 「第１４回かまくら散歩」～谷戸の春を楽しもう…春の草花に触れながら農作業のお手伝い～ 鎌倉中央公園  
※２月１５日に予定していました「認知症サポーター養成講座」と「認知症サポーターの意見交換会」は雪のため中止となりました。 

『鎌倉市認知症地域支援フォーラム』に多数の市民が参加、認知症になっても自分らしく暮らしていくことについて考えました

』 に 、 それぞれの立 場 からできることを考 えた一 日 でし た！ 

 平成２２年２月、冷たい風の吹く日曜日の朝、石井清司さん(当時７１歳)はいつ 

もの布製の袋を手に提げて鎌倉駅前に現れた。袋の中には駅前で配る観光案内の地図 

とチラシ、鉛筆、手袋などが入っていた。9 時を過ぎると鎌倉駅周辺は観光客でに 

ぎわい始める。石井さんと私は大きな観光地図の書かれた看板の前に立って、地図 

を見に来る観光客を見つけてはチラシを渡した。「八幡様へはどう行けばいいの？」 

といった質問があると、石井さんはガイドマップを指で示して道順を説明した。 

 チラシ配りが一段落すると、私と石井さんはコーヒーショップであらためて鎌倉 

の観光マップを広げた。この春に行うかまくら散歩の企画の打合せだ。石井さんのプランはこうだ。季節は桜の咲

く春、参加者は鎌倉駅に集合し、小町通りをのんびり散策する、段かずらの桜を見て歩き、大銀杏を横目に石段を

のぼり鶴岡八幡宮を参拝、その後は鎌倉宮まで足をのばす。チラシには散歩の企画協力者として石井さんの名前を

載せることにした。参加者は認知症の人と家族、介護職や市民など１５名程度とした。大方企画が出来上がると、

石井さんとの別れ際に握手をした。「よろしく！」と満面の笑みを浮かべて石井さんは言った。 

平成２２年３月１０日未明、樹齢千年を誇っていた鶴岡八幡宮の大銀杏が強風により根元から倒れた。石井さん

と企画したかまくら散歩の予定日の２週間前の出来事だった。3 月 27 日のかまくら散歩の当日も、八幡宮の前は

倒れた大銀杏を見に来る人でごった返していた。第２回目のかまくら散歩には予定を上回る１９人が参加した。参

加者のうち認知症の人は４名、他は介護職や家族、市民などだ。埼玉県の川口市から若年性認知症の佐藤雅彦さん

もひとりで電車に乗って駆けつけてくれた。八幡宮のお参りを終えると、それぞれのペースで歩きながら鎌倉宮へ

向かった。鎌倉宮の休憩所で一休みしながら、私はみなに石井さんを紹介した。石井さんと出会わなかったら、こ

のようにしてみなが出会う機会もなかったかもしれないと、そう話した。 

認知症になると計画的に物事を実行できない、と言われてきたことが、実はことごとく外れてしまう場合がある 

ことに、私は石井さんと付き合ううちに気づかされていく。認知症の人に先導しても

らう散歩なんて本当にできるの？と言われたこともある。認知症の人の症状の多く

は、偏見や差別的な待遇や何もすることがない環境、その人の声に耳を傾けようとし

ない専門職などの態度によって増幅されていると、一人一人とていねいに付き合うな

かで気づかされていった。アルツハイマー型認知症は進行する病気なので、進行して

いく過程に多くの困難が待ち受けているのは間違いがない。が、だからこそ今持って

いる力を発揮してもらうことが大切なのだ、と私は思うようになっていく。（つづく） 八幡様の太鼓橋の前で記念撮影 

の前を通って由比ヶ浜までの道を散策しました。 

海岸に着くと神奈川県美化財団よりお借りしたトン

グとゴミ袋を手にして海岸清掃のボランティアを行い

ました。ちょうど 1週間前に大きな台風が駆け抜けて

いったせいもあり海岸にはいたるところにビニール類

のゴミが落ちていて、打ち上げられた海草に混ざって

いるゴミを探すのも一苦労でした。 

40 分ほどゴミを集めたところで一段落にして全員

で記念撮影を行いました。そのあとは海岸沿いの道路

を渡って海浜公園へ移動して交流会を行いました。参

加した認知症のご本人からは「皆さんとご一緒できて

本当に良かったです」と感想をいただきました 

「認知症になっても、地域で自分らしく暮らすために」  鎌倉市健康福祉部長 佐藤尚之 

認 知 症 

 １５号 

３月８日(土) 
鎌倉市役所 

13:30～16:30 
 

八幡さまの倒れた大銀杏を見て歩く 

こす病気や対応について説明がありました。続いて東

京都健康長寿医療センターの杉山美香さんより認知症

予防についての話がありました。また、かまくら認知

症ネットワークの稲田代表より「かまくら散歩」と「か

まくら磨き」について、認知症の人のひきこもり防止

効果のほか、周知啓発や多世代交流の副次的効果もあ

るとの報告がありました。 

最後は市内の中学生によって、認知症サポーター養

成講座を受講した後に認知症の人との交流を行った体

験の発表がありました。発表の中で「特別な人ではな

く、普通の人」として接することが大切だと分かった

と感想が語られました。（SI） 

 1 月 18 日（土）、鎌倉市福祉センターに於いて、第

6 回目を迎える「鎌倉市認知症地域支援フォーラム」

が行われました。会場には一般市民、認知症の人との

交流体験などを発表した中学生や運営スタッフら、

100 名近くがつどい、認知症になっても自分らしく暮

らせる街、鎌倉について共に考える一日となりました。 

 冒頭、鎌倉市健康福祉部の佐藤尚之部長より鎌倉市

の人口の約８％が認知症かその予備軍の人で占められ

ているとの現状が語られ、世代を超えてこの問題を考

え、行動することの大切さを再認識いたしました。 

プログラムの最初は、認知症についての講話で、メ

ンタルホスピタル鎌倉山の岡田昇院長より認知症を起 



待できるものです。 

 講座では、まず認知症の講義を聞いたうえで、二人

一組になって互いに相手の背中に触れながら、やさし

くタッチ。講師の指導のもと、相手の背中をゆっくり

ゆっくりさすりながらリラクゼーションの手法を学び

ました。タッチケアを体験した参加 

者からは「気持ちよかった～」とい 

う声が…。これなら家庭でも、夫婦 

間でも、家族のコミュニケーション 

にも応用できそうだと、そんな感想 

を持ちました。（SI） 

 

認知症専門講座 『認知症の日常診療とケア』 鎌倉芸術館会議室 講師 新田國夫先生  

地域の動き 「鎌倉市家族介護教室・わたしも相手も癒せるタッチケア」 講師 林秀卓、稲田栄枝 玉縄学習センター 

 

シンポジウム 『認知症カフェフォーラム２０１４』 ～今なぜ認知症カフェなのか～ 早稲田大学大隈記念講堂  

への知識の普及、ボランティア活動の場としての効果

も期待できるのだそうです。すでにカフェを実践して

いる発表者からは「地域にニーズがあることがわから

なかった」「やってみたら希望者が多くて驚いた」と

いう声も聞かれました。 

また労働政策研究・研修気候の堀田聰子氏は、食、

居場所、相談をキーワードに、学校、商店街、事業所

などに声をかけてみることを提案していました。 

認知症カフェには「認知症にやさしい地域づくりの

核」として認知症 

対策を飛躍的に発 

展させる可能性を 

感じました。（NS)  
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「平成 26 年度の活動内容のお知らせ」 かまくら認知症ネットワーク 代表理事 稲田秀樹  

４．広報部会 
  会報の発行（年 6 回）、ホームページ更新（適宜） 
５．まちづくり部会 
  認知症サポーター養成講座の実施（年 4 回） 
  認知症サポーターの交流と意見交換会（年２回） 
  認知症伝え方勉強会（年１回、６時間程度） 
  認知症市民講座（年１回） 
 ★認知症サポーターの情報共有システムづくり、他 

※情報共有システムとは、認知症サポーターが登録
できるメーリングリスト（案）などです。 
 

活動の詳細につきましては、本年 5月 30 日(金)の

18:30 に予定している総会の場で説明いたします。総

会の後は、だれでもちょっと立ち寄れて、気兼ねなく

意見交換ができる「楽しい交流の場」をご用意します。 

どなたでもどうぞお気軽に足をお運びください。 

一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク会報 隔月刊                    2014年 3月 1日発行 ＮＯ.１５  

２月１３日（木） 鎌倉市玉縄学習センターで地域包

括支援センターささりんどう鎌倉が主催する、タクテ

ィールケア(緩和ケア)を学ぶ講座が開催されました。講

座では、認知症の基礎を学んだうえで、気軽にできる

タッチケアを学びました。 

タクティールケアはスウェーデンの看護師らによっ

て 1960 年代に誕生したタッチケアの手法で、認知症、

がん、新生児ケア、リウマチ、糖尿病、脳卒中、ADHD

（注意力低下）などに効果があるといわれています。

具体的には、精神の安定、痛みの軽減、吐き気や腸機

能の改善、活力が高まるなどの症状の改善、緩和が期 

1 月26 日（日）、認知症カフェフォーラム実行委

員会や早稲田大学などが共催し、認知症カフェフォー

ラム2014「いまなぜ認知症カフェなのか？」が開催さ

れました。認知症カフェは認知症施策推進5 か年計画

(オレンジプラン)において｢認知症の人と家族、地域住

民、専門職等の誰もが参加でき、集う場」と定義され

ています。今回のフォーラムでは、先進的実践者の発

表をもとに、専門家を含めて活発な意見が交わされま

した。300 人定員の会場は熱気に包まれていました。 

大倉山記念病院の高橋正彦医師によると、認知症カ

フェは、「カフェ」という性質上、出入り自由で、誰

もが対等で、気楽に参加できるおしゃべりの場であり、 

「本人支援」「介護家族」はもちろん、「地域住民」 

 講師の方々からは、「何の用意もなく若年性認知症

という病気と向き合うことになり、右も左もわからな

い状態」で苦労したなどの体験が語られました。そし

てそれらの際に活用した支援制度の解説をしていた

だきました。支援困難ケースを介護保険の枠のなかだ

けで解決しようとするのには限界があります。参加者

からは「ケアマネジャーや医療や介護の相談員がこれ

らの知識を学ぶ機会はあるようでないんです」という

感想も聞かれました。 

かまくら認知症ネットワークでは、平成 26 年度か

ら2か月に1度のペースで若年性認知症の本人と家族

を支援するための「鎌倉のつどい」を開始します。「鎌

倉のつどい」は奇数月の開催となります。若年性認知

症でお悩みの方、お気軽に 0467—47-6685 事務局ま

でお問い合わせください。（IN） 

 

1 月 29 日（水）、18：30 から鎌倉市福祉センター

にて3名の若年性認知症の介護家族の方を講師に迎え

て「若年性認知症支援研修会」が、神奈川県や鎌倉市

などの後援のもとに行われました。 

研修会には鎌倉市内を中心に介護職や医療職のほ

か、介護家族、行政職員など 55 名の参加があり、こ

の問題への関心の高さを感じました。 

研修会では、認知症の人と家族の会神奈川県支部が

作成した「若年期認知症ハンドブック」をテキストと

して使用しました。ハンドブックには 50 歳代の働き

盛りで認知症を発症したときなどに起きる、生活の困

窮などに対応できる様々な助成制度が記載されていま

す。医療や介護の専門職がこれらさまざまな制度につ

いて「知っている」ことが必要と、冒頭のあいさつで

稲田代表より話がありました。 

わたしたちは、認知症になっても安心して暮らせる

まちであるために、医療・介護の専門職の協働連携、

若い世代を含む市民参加型の活動を展開しています。

かまくら認知症ネットワークでは、平成 26年度の活動

として以下のような予定を立てて準備を進めていま

す。★印は新しく始める取り組みです。 
 

１．相談部会 

★「若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」の実施(年 6 回) 

２．研修部会 

 「認知症介護講座」｢認知症医学講座｣｢認知症専門講座｣ 

｢若年性認知症支援研修会」…各 1 回 

３．支援部会 

「かまくら散歩」認知症の人の交流支援活動…年 4 回 

  「かまくら磨き」認知症の人の社会参加活動…年 6 回 

 

 『若年性認知症支援研修会』 福祉センター第 1・第 2会議室 かまくら認知症ネットワーク 

１２月２２日（日） 鎌倉芸術館の会議室にて、認知

症専門講座「認知症の日常診療とケア」が開催されま

した。講師は NHKクローズアップ現代などにも出演さ

れている新田國夫先生でした。新田先生は日本臨床倫

理学会理事長、全国在宅療養支援診療所連絡会会長、

北多摩医師会会長などを務め、在宅医療を中心に幅広

くご活躍されています。 

講座は講義を中心とした第 1 部と、グループで事例

検討を行う第 2部とに分けて行われました。第 1 部で

は、認知症診療の現状と病気の理解、診療やケア職が

気を付けたい点について話していただきました。例え

ば認知症高齢者のせん妄についてでは、麻酔薬や鎮痛

剤だけでなく、Ｈ２ブロッカーといわれる胃腸薬もせ

ん妄を引き起こすことについて説明がありました。せ

ん妄であ 

ん妄であれば、原因となっている薬剤等を除去すれば

改善します。「突然訳のわからないことを言い始めた」

「家族の顔が認識できない」などもせん妄の症状で

す。せん妄は認知症の症状と区別がつきにくいのが特

徴です。幻覚や妄想を抑える目的で処方した抗精神病

薬が、かえってせん妄の悪化を招くこともあるので、

薬の使用に関しては特に注意が必要です。 

 第２部では新田先生より、認知症が進行する過程で

適切な介護が受けられずに症状を深刻化させていく

事例が提示されました。それをもとにグループワーク

を行いました。介護職や医療職、施設職員の資質が問

われる事例でした。参加者からは「認知症にかかわる

医療職と介護職の連携が必要」「認知症を支える人た

ちの意識を変えたい」という声が上がりました。(IN) 

 

 


