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初めに紹介した樋口直美さんもその一人だ。初めに紹介した樋口
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２７号

―かまくら認知症ネットワーク設立から今日までの様々なエピソードをお伝えしますー

どうじの

認知症になっても自分らしく暮らせるまちづくり・ひとづくり・つながりづくり⑪

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 管理者

認 知 症

2007 年に愛知県大府市の認知症の男性が起こした鉄道事故。一審では約 720 万
円の損害賠償金を介護していた家族が JR 東海に支払うとの判決であったのに対し、

ネットワーク

二審判決では、賠償金は約 360 万円に下げられたものの、監督責任を 80 代要介護
1 の妻一人に課し、長男に対しては課さない判決となった。しかし検察側弁護側と
もに控訴したことで、平成 28 年 3 月 1 日に最高裁判所決が下されることなる。
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この事故については、重度の認知症の人が起こした事故による損害の賠償を誰が
負うのかという点が争点になっている。通常、鉄道事故で損害賠償請求が行われる
のは珍しいことではない。しかし対応困難な重度の認知症の人の起こした事故を家
族だけの責任とした点に「無理がある」
「問題がある」などの声が上がっている。

男性はホーム先端の施錠されていない扉を
開けて階段を下り、線路上に立ち入り事故
に合ったという（写真は産経 WEST）

今後、最高裁判決がどう出るかは不明だが、その社会的な影響が懸念されている。
たとえば、グループホームから離設した認知症の人（嫌な言葉だが、法的には責任無能力者という）が同様の事故を
起こしたことを想定してみよう。仮に認知症の人が何度か離設を繰り返していたり、信号を無視して渡る行為等が目撃
されていたりすると、事故のリスクを把握していたとして介護施設が責任を負うケースが生じる可能性がある。つまり、
賠償責任の対象が施設の管理者や離設した日に勤務していた介護職員となる可能性があるのである。となると今度は施
設側にリスクマネジメントの問題が生じてくる。グループホームなどの施設のなかには施錠を行ない認知症の人を閉じ
込めたり、過度に薬に頼るケアを行うところがでてくることは容易に考えられる。地域の中で認知症の人も地域住民の
一員として暮らしていくという地域密着型サービスの理念が根底から覆されてしまう懸念があるのである。
私の運営する認知症対応型のデイサービス「ケアサロンさくら」では毎日外出し商店街の人たちや地域住民や子供た
ちと自然な交流を行っている。18 名の利用登録者のうち 12 名が徘徊や行方不明の経験者である。地域の人も散歩の際

第３回地域連携ミーティング

『認知症の人が暮らしやすい地域づくりについて考えてみませんか』

鎌倉市福祉センター

などには自然に言葉をかけてくれる。認知症の人といっても心根は穏やかな人が多いことは地域の人もわかっている。

１１月１２日(木)、18:30～20:30 まで鎌倉市福祉セ

次いで小袋谷のご自宅でオレンジカフェを開催して

今、二審の判決文が公開されている。判決文の中にこんな文面がある。
「本件事故当時

ンターにて、地域連携ミーティング Part3 が行われま

いる川田順一氏からカフェ開催の経緯や今後の課題な

した。当日は鎌倉市福祉センターに認知症の当事者、

どについて話して頂きました。また常盤在住の石原千

市民、介護医療福祉の関係者ら３６名がつどい、地域

恵子氏からは、自宅を開放したサロンで認知症の人と

で認知症の方とのかかわりを実践しているお話を聞

の自然なかかわりを聞かせて頂きました。石原さんの

いて意見を交わしました。

お話からは、普段づきあいの延長での支えあいが大切

の認知症の状態及び程度に照らすと，いったん徘徊した場合には，どのような行動をする
かは予測が困難であり，本件事故のような駅構内への侵入も含めて，他者の財産侵害とな
り得る行為をする危険性があったということができる。
」認知症の人の問題を家族の責任
だとして片付けることはできない。認知症の人だから危険を犯す可能性があるわけではな
い。社会には病気や障害で判断力が低下した人が普通に暮らしており、そういう人たちが
子供と体操（ケアサロンさくら） 生きにくい社会になってはいけない。最高裁判所がどのような判断をするか注視したい。

最初に静岡県富士宮市黒田区のキャラバンメイト

だと気づかされました。

外岡準司氏から、若年性認知症の佐野光孝さんが地域

報告を聞いた後はグループごとに意見交換を行いま

市内のオレンジカフェ情報！・・・オレンジカフェとは、認知症の人と家族、地域住民、医療やケアの専門職が気軽につどい、おしゃべりをしたり、相談もできる場のことです。

包括支援センターに相談したことがきっかけで、観光

した。講座終了後のアンケートには、
「とても参考にな

３月２０日(日) 「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-３９-５４８９

４月 17 日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025

案内の仕事をはじめたことなどをお聞きしました。ま

った。私も行動しようと思った」という言葉や、
「あき

３月 ２７日 (日 ) 「由 比 ヶ浜 オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７

３月２０日(日) 「オレンジカフェだんだん」(西鎌倉) TEL0467-39-1525

た黒田区では、２０名の市民のキャラバンメイトが活

らめずに働きかけて場を作る、仲間を増やす。ご本人

動していて、行方不明になる可能性のある認知症の人

の参加をうながすことが大切だと感じました」
「認知症

を、点ではなく面で支えているというお話は大変興味

の人や家族が隠さずにすむような地域作りが必要」な

深いものでした。

どの意見がありました。(IN)

３月・４月の予定
3 月 23 日(水) 運営会議 NPO センター鎌倉 2 階
3 月 27 日(日) 若年性認知症交流サロン
たまなわ交流センター
4 月 03 日(日）かまくら散歩 鎌倉中央公園

★入会ご希望の方…TEL0467-47-6685、FAX0467-39-5490

入会申込書を HP よりダウンロード、FAX のうえ年会費をお振り込みください
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）
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
★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）
認 知 症 を 支 え る 家 族 の 会

★電話相談

りんどうテレホン
第 1、第 3 土曜日の 13 時～16 時

☎0467‐23‐7830（ナヤミゼロ）
困っていること、不安に思っていること、お気軽にお電話ください。

２5 周年記念介護体験文集発行しました！
認知症介護の知恵袋発行しました！
困ったときの対応の仕方や施設の利用など家族同士で情報交換しています

若年性認知症
鎌倉のつどい

～若年性認知症交流サロン～

若年性認知症のご本人・ご家族と専門職とが気軽につどい、おし
ゃべりをしたり、相談をしたり、学ぶこともできるサロンです
開催日：平成２８年３月２７日（日）
時 間：13:30～15:30
会 場：たまなわ交流センター
第 2 会議室 鎌倉市台１-２−２５
参加費：無料
対 象：鎌倉市在住在勤の若年性認知症の人と家族､関係者
申込み：０４６７-４７-６６８５
※お申し込み時にお名前などのほか、認知症でお困りのこと、ご本人の希
望や好みなどについてお尋ねすることがあります。ご協力をお願いします。

静岡県富士宮市在住の若年性認知症、佐野光孝さんと仲間たちの広告を知っていますか？
(IN)

私は 58 歳の時に認知症と診断され
た。けれど、「それがどうした」と言ってく
れた人達がいた。認知症になってから
ギターや山登り、色んな事をはじめた。
いつもそばに仲間がいてくれた。支えが
あれば、あきらめる事よりやれる事の方
が多くなる。 （AC ジャパン広告動画より）
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第 4 回認知症介護講座研修

『その人の生活が維持向上するケアをしていますか』 講師 山出貴宏氏

地域の動き

『オレンジカフェ だんだん』

すか
』 鎌倉市福祉センター
２月１９日（金）鎌倉市福祉センターで第
4 回認知

有能力、潜在能力を見出し、認知症ケアでは、行動・

１月１７日（日）西鎌倉駅近くの中国茶カフェ”茶

症介護講座「その人の生活が維持向上するケアをして

心理症状を取り除き、出来ることが増え、生きがいを

風”の貸スペースで第１回オレンジカフェ”だんだん”

いますか」～認知症ケアと介護技術を見直そう～と題

感じられることで、在宅生活の継続が実現するように

が開催されました。主催したのは西鎌倉地区社会福祉

して（株）ＮＧＵ代表山出貴宏氏の講演が行われ、58

支援をすることです。

協議会で、認知症のご本人 3 名、ご家族 5 名、周辺地
域にお住まいの方、開催に関わった専門職の方など２

名の参加がありました。初めに、山出氏は年間 100 本

また日常生活を送るための３大要素、座る、立ち上

前後の講演をこなされる傍ら、通所介護と訪問介護の

がる、歩くことに関するサポートは介助ありきではな

現場で先進的なケアを実践されているとの紹介があり

く、その人の能力を見極めた部分的なサポートが大切

会場は一般のお宅を活用したもので、少し高台にあ

ました。

と話されました。そのあとで、参加者全員席を立ち、

りました。主催者から「特別なプログラムはないので

山出氏ははじめに、介護保険制度で定められている

立ち上りの基本動作、姿勢や重心の移動を確認しまし

ゆっくり過ごして下さい。お茶はしっかり用意してい

ケアとは何かを説明。
その後、
生活維持向上倶楽部
「扉」

た。立ち上がり一つでも、適切なサポートで、
「快」
「安

ます。そして、窓からモノレールの行き来が、丁度目

（通所介護）で実際行われている沢山の事例を画像で

心」
「喜び」を感じてもらえることを学びました。

線に見える事が売りです」と紹介があり、初めからリ

示しながら、
「認知症は 10 人 10 色『病気と障害』を

「介護サービスの利用によってその人の生活が改

知り、その人らしさを知ることで、
『根拠のある対応』

善されることが必要です。施設内だけで安全に提供さ

を行なう。危ないからと奪うのではなく、その人が出

れるケアが、その人の生活を本当に支えているか、再

来やすい、分かりやすい環境を創るのがサポート側の

確認が必要です。介護職は、知識と技術を提供する『技

仕事だ」と話されました。大事なことは、その人の現

術職』である」と締めくくられました。
（YU）

５名以上の人が集まりました。

ラックスして笑い声があがりました。

地域の動き

『若年性認知症交流サロン』

たまなわ交流センター

会場は一般のお宅が開放されたもので、少し高台に
た。コーヒー、日本茶、紅茶、中国茶が用意され、好
あります。ダイニングでコーヒー、日本茶、紅茶、中
な飲物を選ぶことができました。
国茶が用意されそれぞれに配られました。
「何か困りごと」はとの問いかけには、日常的な介
「何か困りごと」はとの問いかけから、日常的に介護
護の大変さや、こんな場所が欲しかったという言葉、
が続いている事の大変さを聞いてもらえる、こんな場
介護認定を受けるまでの道のりが大変だったとか、介
所が欲しかった。
「介護認定を受けるまでの道のりが
護保険の利用の仕方がわからない。又、成年後見人制
大変」
「成年後見人制度をはじめとする制度の事が知
度をはじめとする制度の事が知りたいなど、さまざま
りたい」など、専門職の方と
な情報交換や相談などの会話も
の会話もはずんでいました。
はずんでいました。最後に歌を
最後に歌を 3 曲歌いました。
歌うと「歌声喫茶のようね」と
参加者の晴れやかな顔がとて
の声も聞かれ、晴れやかな参加
も印象的でした｡(YU）
者の顔が印象的でした。(YU)

『第２回 葉山 海が見えるオレンジカフェ』

葉山町

２月６日(土)、三浦郡葉山町で第２回目のオレンジカ

書籍『旅のことば』の中から「できることリスト」

フェが葉山マリーナの隣の葉山港管理事務所で開催さ

をテーマにディスカッションを行いました。認知症に

れました。窓から海や富士山が一望できる会議室に町

なるとできなくなってしまうことに目がいきがちです

内のこどもからお年寄りなど７２名が集いました。

が、そんな中どのようにポジティブにとらえられるか

この度のオレンジカフェは「葉山つながりプロジェ

平成２７年度第５回

西鎌倉駅すぐ

について実体験をもとに語り合いました。

クト」として、地元で活動する「HEAB」(ハーブ)とい

このほかアロマセラピストによる、10 分間ワンコイ

うグループの協力をいただいて実施し、地域の子供達

ン体験アロマトリートメントのコーナーも設けられま

と高齢者が一緒にゲームをしたりして、あちこちに子

した。葉山町は人口約 3 万人

供とご本人たちの輪できていました。

の小さな町ですが、葉山町だ

また「HERB」方々の活動をスライドで紹介したり、

からこそできる町づくりを、

１月１７日(日)、１３：３０～１５：３０まで、たま

や障害年金（６５歳以下で受給出来る年金制度で最初

ホーリーバジルの栽培などの畑作業を通しての介護者

みんなで実現していければと

なわ交流センターにて、今年度５回目になる若年性認

に診察を受けた日から１年６か月を経過後に申請でき

支援の活動も紹介してくれました。

思っています。
（YS）

知症鎌倉のつどい～若年性認知症交流サロン～を行な

る制度)の申請中の苦労話も聞かせてもらうことがで

いました。若年性認知症の本人家族と支援者ら１３名

きました。ちょうど要介護認定を受けたばかりという

が参加されました。最初に針灸マッサージ師のスタッ

参加者もいて、介護保険制度やサービスについて地域

フの指導で 2 人一組になってタッチケアを体験、互い

包括職員のスタッフから説明を受けていました。

地域の動き

『第 ３回 横 浜 ・湘 南 地 域 の若 年 性 認 知 症 のつどい担 当 者 連 絡 会 』

神奈川県民センター

２月２３日（火）
、かながわ県民センターにて横浜・

このほか、今後の連絡会の事務局や介護の進め方、

案外知られていないのは、精神保健福祉手帳の交付

湘南地域の若年性認知症のつどいの担当者連絡会が行

共有する内容、イベント情報や各地域で活動している

を受けると NHK の受信料が減免になることや市内のど

われ、神奈川県内の各地域の担当者や行政（オブザー

支援者や若年性認知症に特化したサービスなどにつ

今回は鎌倉市障害福祉課の職員の方も参加し、若年

のタクシーに乗っても 1 割引になること、自立支援医

バー参加）ら１５名が集まりました。

いて情報交換を行いました。

性認知症の人も受けられる障害福祉の制度について説

療（医療費の助成制度）では診察代のほかアリセプト

連絡会では、それぞれのつどいの運営状況、参加人

今回連絡会に参加したのは神奈川県内の横浜と湘

明がありました。また参加者からも定年前に会社を退

などのお薬代も適用になること。予備知識があれば助

数や集いのときの様子やエピソードなどについて各担

南地域を中心にした８つの地域のつどいの担当者で

職した参加者からは、傷病手当金の制度（疾病や怪我

かることも多く、不明な点や質問などは気軽に行政の

当者から報告がありました。たとえば、家族相談を認

す。なかには新しい形での若年性認知症のつどいを模

知症の進行度から３つのグループに分けて実施してみ

索しているという相談もありました。自宅からそう遠

たところ、とても評判が良かったなど、参考になる話

くない地域に若年性の人を支える社会資源があるこ

が聞けました。また各地域で実施しているイベント情

とが望まれます。他の地域の方からの相談にものれる

報や３月に静岡県富士宮市で行われる D シリーズ（認

連絡会であれば心強いことと感じました。

知症の人のソフトボール大会）の申し込み状況につい

散会後は今回も居酒屋に場所を移し歓

の手や肩に触れながら緊張をほぐし、その後、サービ
ス・制度についてのミニ講座を行ないました。

などで退職後給与の6割が支給される健康保険の制度） 窓口まで問い合わせてほしいとのことでした。
（IN）

ても報告がありました。

談し、親交を深めました。(IN)

