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要約 

 本研究の目的は、超高齢化の進む千葉市において、高齢者が自分自身や家族、身近な人に、

認知症の疑いがあらわれた時、それぞれにとって望ましい対応ができ、地域の中で活動を継

続できるように、住民同士で話し合い、学びあうためのシミュレーション学習教材を市民と

の協働により開発することである。 

 研究方法は、次の５つの研究計画から構成した。 

 研究１は、教材化するシナリオの場面の特定である。地域活動に参加している住民と認知

症をもつ人との出会い・関わりの中で、住民が認知症をもつ（疑いのある）人、家族、他の

住民との間で葛藤を感じ、また認知症をもつ人も困難を感じる場面を特定することを目的と

した。方法は、研究班全体会議で、区の生活支援コーディネーターや、社会福祉協議会コミ

ュニティソーシャルワーカー、地域活動をしている東千葉「地域の輪・和・環の会」の市民

より、日頃の活動経験から、地域活動に参加している認知症をもつ人（疑いのある人）との

出会い・関わりから葛藤や困難を感じる場面を提示してもらった。そして、どのような場面

で葛藤や困難を感じるのか、どのような特徴があるのか意見交換により明確にした。 

 研究２は、シナリオの場面の選別である。研究１で提示された場面の中から、現実性かつ

実用性の高い場面を選別することを目的とした。方法は、研究班全体会議で、研究１で提示

された場面の中から、日常の活動において現実的、もしくは今後ありそうな問題であり、話

し合いの素材にしたい場面について意見を述べてもらった。また、共同研究者メンバーの認

知症及び認知症ケア専門家にも、認知症当事者においても困りそうな場面かどうか意見を聞

いた。 

 研究３は、学習教材を用いた学習内容の明確化を目的とした。方法は、研究班全体会議に

おける共同研究者との意見交換により、研究２で選別された場面から状況設定を明確にして、

シナリオを作成した。そして、学習目標、学習内容、グループワークの進め方、評価の視点

を検討した。シナリオ作成にあたっては、共同研究メンバーの認知症及び認知症ケアの専門

家に、内容的に妥当か確認した。 

 研究４は、学習教材（映像教材とワークシート）の制作をすることを目的とした。具体的

に、映像教材は、3-4 分程度の長さのものを 3 場面程度製作することを予定した。映像教材

にする理由は、地域の生活の中で、時間的経過における住民の状況や状態の変化を忠実に再

現しようとするために、また、地域での生活のイメージ化を容易にするためにも、テキスト

よりも映像教材が適当と考えたからである。映像制作は、シナリオアウトラインに基づいて、

映像制作会社に依頼をした。また、本人の立場の視点から考えられるようにアクションカメ

ラも活用した。 

 研究５は、学習教材の有用性と実用性の検証である。研究４で制作した学習教材を用いた

研修プログラムを試行的に行い、参加者の反応や実施評価により、より有効性のある研修プ

ログラムとなるよう洗練することを目的とした。方法は、東千葉「地域の輪・和・環の会」

と地域活動に意欲的に取り組んでいる大椎台自治会の市民を対象に、研究者らが学習教材を

用いた研修プログラムを実施し、実施前後で評価した。評価は、質問紙調査とグループワー

ク内容、実施後の研修に従事した共同研究メンバーの振り返り内容から分析した。 

 研究の結果、研究１では、葛藤や困難を感じる場面として、３区の生活支援コーディネー

ターと住民グループより７場面（近似している事例を統合すると５場面）が提示された。こ
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れらの５場面より、共通している特徴として以下の３点が挙げられた。 

①家の中で、本人自身が認知症の症状に戸惑い困る、家族も対応に困る 

②地域の中で、本人自身が人とのやりとりの中で困る 

③家族が、地域の人に認知症であることをカミングアウトしたほうがよいのだろうか悩む 

そして、これら葛藤や困難を感じた場面を起点としたシナリオの展開として、事例にあっ

たように近隣の人が本人にうまく対応してくれ、他の地域の人にも、上手に本人のことを伝

えてくれることがあれば、認知症の症状があっても地域の中に徐々に受け入れてもらえるの

ではないか、そのようなプロセスを描けるとよいことが確認できた。 

 研究２では、結果１の場面と共同研究コアメンバーの意見交換により、シナリオに取り入

れる場面を選別した。その中に含まれていた学習項目は、①認知症をもつ人の家族の先行き

の見えない不安への対応、②認知症であることを地域の人へカミングアウトする仕方、③認

知症が疑われる人に、言わなければいけないことを地域の人からうまく声かける方法、④専

門職の相談の活用、⑤身近にうまく認知症に対応できる人がいることの大事さ、⑥認知症の

本人の気になる行動について家族から地域住民に理解を求める方法、⑦認知症を他人事では

なく自分事として正しく理解すること、⑧認知症になっても暮らし続けることへの希望、⑨

認知症の人のその人らしさの継続、⑩認知症になることで、本人も感じている辛さや不安を

理解した対応であった。 

 研究３では、結果２をふまえて、学習教材の内容として学習目標、学習内容、グループワ

ークの進め方、評価の視点を検討した。学習目標は、市民が、日常生活の中で認知症の人と

出会った時に、その人の尊厳を損なうことなく適切な対応ができるように、日常的かつ現実

的に困りそうな場面のイメージ化を通して、「自分であればどう考えるか」と自分の事として

認知症の人・家族への対応方法を考えることができる、とした。学習内容は、下記の具体的

目標を具体化する内容として設定した。具体的目標は、①地域で活動していた人が認知症の

疑いがあらわれた時に、本人の立場に立って、本人の辛さや思いを考えることができる、②

地域で活動していた人が認知症の疑いがあらわれた時に、その人に可能な役割を見出して楽

しく参加し続けられるよう、具体的な工夫を考えることができる、③身近な人に、認知症の

症状やその疑いがあらわれた時に、周囲の意見で問題を解決するのではなく、本人（家族）

の意思を尊重できるよう、本人（家族）はどうしたいのかと考えることができる、④認知症

の症状やその疑いで困った時に「困った」「助けて」と近所の人や知人に言うことができるよ

うに、日ごろから近所づきあいや人とのつきあいを大事に思うことができる、⑤認知症の症

状やその疑いで困った時には、様々な相談窓口を活用できることを理解できる、であった。 

 グループワークの進め方は、一グループにつき５−６人程度とし、グループワークでは、他

者の話をよく聞いて、共感したり、「自分だったら」と考えたりすることを大事にすること、

正解はないので、自由に話してもらうこととし、個人ワークシートの項目に沿って、４点の

話し合い内容を設定した。評価の視点は、参加者に及ぼした効果の視点と研修運営の視点に

ついて検討した。参加者に及ぼした効果の視点は、①認知症の人（家族）の立場に立って、

本人（家族）の気持ちを知ることを大事にしたいと思えたか、②認知症になっても、地域の

活動に役割を見出して参加し続けられるよう、具体的な工夫をしたいと思えたか、③認知症

になっても地域の中で支え合えるように、日ごろから地域の中でのつきあいを大事にしたい

と思えたか、④認知症で困った時には、様々な相談窓口を活用したいと思えたか、⑤認知症
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になっても住みやすい地域づくりのために、気づきを得たり考える機会になったかであった。 

 研究４では、まず映像教材を制作した。映像教材は、約 10 分間の地域活動の中で認知症

初期の人が参加者とトラブルが起きる場面から相談に繋がるシナリオと、約３分間の３名の

専門家からのコメント映像から構成された。前半部分の映像部分では、12 人の市民の協力を

得た。数名には、登場人物をセリフ入りで演じてもらった。また、研修で使いやすいように、

映像を組み込んだ研修用パワーポイントを作成した。そして、映像を見て、自分自身はどう

考えるか、考えを整理して書き留めるために、個人ワークシートを作成した。個人ワークシ

ートの設問項目は、①最初、誰の立場に立って見ましたか。それはなぜですか。②あなたが

もし、本人の立場だったら、どのように感じますか、③妻が、本人の認知症について相談で

きるような地域は、どんな地域だと思いますか、④今回の映像のようなことが、あなたの地

域で起きた際には、どのようにしたらよいと思いますか、であった。 

 研究５として、本学習教材を用いた研修を、東千葉「地域の和輪環の会」と大椎台自治会

で実施した。実施時間は約 90 分で、それぞれ 49 名、48 名が参加した。ワークシート内容、

当日の話し合い内容、そして認知症の人に対する受容的態度等の前後評価より、研修の実用

性と有用性について検討した。前後評価より、研修を受講することによって、認知症の人に

対する受容的態度が高まり、認知症の方が地域で役割を持ちながら生活できる工夫を考える

ことが出来ていた。個人ワークシートの内容からは、認知症本人の立場を考えた上で、地域

に同様の人がいた場合にどのように対応したらよいのかを具体的に考えることが出来ていた

ことが明らかになった。 

 考察として、開発した学習教材は、地域活動を行っている団体以外でも、研修として実施

することが可能であり、その効果として、認知症の人に対する受容的態度の高まり、そして、

認知症本人の立場を想像しながら、自分のこととして、身近な地域のこととして具体的に認

知症の人への対応を考えられると推察された。また、研修として使いやすいように、映像教

材以外に、映像を組み込んだパワーポイントやワークシートも作成したので、本教材を開発

した研究者以外でも、同じ教材を用いて、研修を実施していくことが出来ると考えられた。 

 政策提言としては、研修の打ち合わせの段階から、地域の見守りや居場所づくりなど課題

を感じている地域のコアメンバー（社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー、あん

しんケアセンター職員、民生委員、自治会役員など）を巻き込み、研修をきっかけに、認知

症があっても支え合える地域づくりに向けて、どのように参加者と協働し、次の地域活動に

つなげていくかを考えていくとさらに実用的である。今後は、千葉市内で、本学習教材が地

域活動を行なっている団体、またそれ以外でも使用することは可能である。研修には、本研

究で開発した映像を組み込んだパワーポイントと個人ワークシート、加えて、最後に配布す

る千葉市認知症ケアパスがあればよいため、容易に貸し出しできる仕組みができると良い。

本学習教材により、認知症の人に対する受容的態度の高まり、認知症本人の立場を想像しな

がら、自分のこととして、身近な地域のこととして、具体的に認知症の人への対応を考えら

れるので、今後市内で幅広く活用されることを期待する。 
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本文 

背景 

 本研究は、千葉市の７つの重点戦略の④「高齢者が心豊かに暮らせるまちづくり」に関連

するテーマである。我が国の認知症高齢者数は、2025 年には約 700 万人、65 歳以上の約 5

人に１人に達すると見込まれている。千葉市においても認知症高齢者の増加は、高齢化の進

展に伴う課題の一つである。誰もが認知症を有する可能性、また、認知症の人と関わる可能

性がある一方で、認知症には恐怖というイメージが先行し、我が事として考えることに進み

にくいのが現状である。故に、認知症に対して、地域住民が我が事として捉え、認知症があ

っても支え合えるまちづくりに向けて主体的に活動し、地域包括ケアシステムや地域共生社

会を構築していくことが喫緊の課題となっている。 

 地域には、認知症カフェなど認知症に特化した取り組みだけでなく、社会福祉協議会地区

部会が主催するサロンなど、高齢者一般を対象とした様々な取り組みが行われている。しか

し、そのような活動の運営メンバー自体も高齢化しており、「世話をする–される」という一

方的な関係から、お互いに「世話をする–される」という双方向な関係性の構築が課題となっ

ている。 

 すでに千葉市では、認知症サポーター養成講座の開催により、多くのサポーターを養成し

ている。そして、その後の活動として「見守り」や「認知症カフェ」など多様な活動を実践

している人もいる。その一方で、意欲や興味はあるものの、何をしたら良いかわからないと

いう理由などから、具体的な活動に至らない人が多いことも課題となっている。国の進める

「認とも」など、認知症サポーターの更なる活躍に向けて、各地でステップアップ講座など

が開催されているが、その対象は、多くの場合、自ら認知症カフェにボランティアとして参

加するような積極的・主体的なサポーターを想定している。しかしながら、認知症に特化し

ない地域の自主的活動においても認知症の問題は大きなものとなっており、日常の地域活動

の中で認知症への対応を住民自らが考えることは大変重要となっている。全国キャラバン・

メイト連絡協議会のステップアップ講座用テキストなど既存の教材もあるが、必ずしも上記

のような課題に対応できているわけではないことから、新たに教材を開発する必要性が高ま

っている。 

 

目的 

本研究の目的は、超高齢化の進む千葉市において、高齢者が自分自身や家族、身近な人に、

認知症の疑いがあらわれた時、それぞれにとって望ましい対応ができ、地域の中で活動を継

続できるように、住民同士で話し合い、学びあうためのシミュレーション学習教材を千葉市

民との協働により開発することである。シミュレーション学習とは、状況をイメージした実

践的な学習とし、シミュレーション学習教材とは、教材を映像教材とワークシートから構成

するものとする。なぜなら、本研究では、認知症をもつ人や周囲との様々な葛藤や対立を想

定し、お互いに話し合う中で、より良い方法を見いだすことを重視することから、想定する

場面についてなるべく共通理解をもつには映像教材が適しており、話し合い・学びあいを有

効に進めるにはワークシートが必要と考えた。 
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研究目標 

１．具体的目標(1)シナリオの場面の特定 

地域活動に参加している住民と認知症をもつ人との出会い・関わりの中で、住民が認知症

をもつ（疑いのある）人、家族、他の住民との間で葛藤を感じ、また認知症をもつ人も困難

を感じる場面を特定する。 

ここでいうシナリオとは、狭義の意味で、映像教材の場面の順序、登場人物の動作や心情

を記したものである。 

 

２．具体的目標(2)シナリオの場面の選別 

１で提示された場面の中から、現実性かつ実用性の高い場面を選別する。 

 

３．具体的目標(3)学習教材を用いた学習内容の明確化  

２を用いた学習教材を用いた市民教育の学習目標及び学習内容、ワークシートの内容、グ

ループワークの進め方、評価の視点を明確にする。 

 

４．具体的目標(4)学習教材（映像教材とワークシート）の制作 

学習教材の製作をする。 

 

５．具体的目標(5) 学習教材の有用性と実用性の検証 

４で制作した学習教材を用いた研修プログラムを試行的に行い、参加者の反応や実施評価

により、より有効性のある研修となるよう洗練する。 

 

本研究の独創性・先駆性 

 シミュレーション学習教材は、病院の中での基本的な看護等の技術の習得のために多くが

作成されており、地域生活における学習教材はほとんどなく、地域における認知症ケアに焦

点をあてたシナリオ学習教材の開発は独創的である。特に、学習教材の作成の過程に、地域

活動をしている住民やあんしんケアセンターの社会福祉士等、社会福祉協議会のコミュニテ

ィソーシャルワーカー等に参画してもらい、その意見交換により、シナリオの場面を抽出す

ることや、住民自身もモデルとなり演技し教材化すること、教材に対して住民からも評価を

受けることが特徴的である。このように、市民との協働により、地域生活における困った状

況が再現され、一人ひとりの立場が尊重される認知症ケアの理念が具現化されるように教材

開発する点が特徴的であり、認知症を自分、家族に起こりうることとして捉え、考えられる

ようにすることが独創的である。 

 また、認知症ケアにおいては、一人ひとりの立場が尊重されることが前提であるが、地域

の生活においては、自分と相手の二者だけでなく、互いの家族や、各団体の活動に参加して

いるメンバーとの三者以上の関係がある。本研究では、地域活動をする中で出会う状況に着

目して、その時に何に困り、どう対応するかを学習することが独創的である。これらは、住

民にとって、認知症をもつ人にとっては分かってほしいことが分かってもらえないもどかし

さがあることを理解し、そうした時に、地域の活動の中で自分のこととしてどう考え、対応

するかというシミュレーションになる。専門職にとっても、地域活動をしながら地域の中で



6 

 

暮らす住民感情を理解することにつながる。 

 

研究の意義 

 地域のサロン運営者などを対象に、自分事として認知症と向き合うための教材開発は例が

少なく、多くの地域での活用が期待される。 

また、千葉市、全国において、認知症サポーターが多様な活動を実践している現状はある

が、全体的に見て、意欲はあるが、何をしたら良いか検討中であるという認知症サポーター

も多い。本研究で開発する学習教材は、認知症サポーターの活動意欲を支える研修プログラ

ムにもつながるものである。 

 さらには、平成 30 年度には全市町村への認知症地域支援推進員の設置が義務付けられてお

り、医師、保健師、看護師など認知症の専門知識を持った専門職も推進員として期待されて

いるが、認知症サポーターのリーダー的存在である市民も期待されている。そうした認知症

サポーターのリーダー育成研修の後方支援にもなると考える。 

 

研究方法 

 研究１：教材化するシナリオの場面の特定 

目的  

地域活動に参加している住民と認知症をもつ人との出会い・関わりの中で、住民が認知症

をもつ（疑いのある）人、家族、他の住民との間で葛藤を感じ、また認知症をもつ人も困難

を感じる場面を特定する。 

ここでいうシナリオとは、狭義の意味で、映像教材の場面の順序、登場人物の動作や心情

を記したものである。 

方法 

 研究班全体会議で、あんしんケアセンター社会福祉士（認知症地域支援推進員も兼務）や、

生活支援コーディネーター、区のコミュニティソーシャルワーカーより、日頃の活動経験か

ら、地域活動に参加している住民が、活動を継続する上で認知症をもつ人（疑いのある人）

との出会い・関わりにより、自分自身や家族、その他の住民との間で葛藤を感じる場面を提

示してもらった。そして、どのような場面で葛藤や困難を感じるのか、どのような特徴があ

るのか意見交換により明確にした。 

 

研究２：教材化するシナリオの場面の選別 

目的  

研究１で提示された場面の中から、現実性かつ実用性の高い場面を選別する。 

方法 

 研究班全体会議で、地域活動をしている市民「地域の輪・和・環の会」や家族会代表、あ

んしんケアセンター職員、生活支援コーディネーター、コミュニティソーシャルワーカーら

より、研究１で提示された場面の中から、日常の活動において現実的、もしくは今後ありそ

うな問題であり、話し合いの素材にしたい場面について意見を述べてもらった。また、共同

研究者メンバーの認知症及び認知症ケア専門家にも、認知症当事者においても困りそうな場

面かどうか意見を聞いた。 
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研究３：学習教材の内容の明確化  

目的  

研究２を取り入れた学習教材を用いた市民教育の学習目標及び学習内容、ワークシートの

内容、グループワークの進め方、評価の視点を明確にする。 

方法  

 研究班全体会議において、市民「地域の和・輪・環の会」や家族会代表を含め、あんしん

ケアセンター職員、生活支援コーディネーター、コミュニティソーシャルワーカーらとの意

見交換により、研究２で選別された場面から、状況設定を明確にして、シナリオを作成した。

そして、学習目標、学習内容、グループワークの進め方、評価の視点を検討した。シナリオ

作成にあたっては、共同研究メンバーの認知症及び認知症ケアの専門家に、内容的に妥当か

確認した。 

 

研究４：学習教材（映像教材とワークシート）の制作 

目的  

学習教材の制作をする。 

方法 

具体的に、映像教材は、３-４分程度の長さのものを３場面程度制作することを予定した。

映像教材にする理由は、地域の生活の中で、時間的経過における住民の状況や状態の変化を

忠実に再現しようとするために、また、地域での生活のイメージ化を容易にするためにも、

テキストよりも映像教材が適当と考えたからである。映像制作は、シナリオアウトラインに

基づいて、映像製作会社に依頼をした。また、本人の立場の視点から考えられるようにアク

ションカメラの活用も考えた。映像製作会社の依頼やアクションカメラの活用にあたっては、

過去に映像教材を製作した経験、アクションカメラを用いた映像制作経験のある共同研究者

より、製作会社の情報提供や、効率的な作業の進め方について助言を得た。 

 

研究５：学習教材の有用性と実用性の検証 

目的 

研究４で制作した学習教材を用いた研修プログラムを試行的に行い、参加者の反応や実施

評価により、より有効性のある研修プログラムとなるよう洗練する。 

本研究では、ピーター・H・ロッシらの「プログラム評価の理論と方法」を参考に評価する。

プログラム評価とは、本来プログラムのパフォーマンスと効果性に関するクエスチョンに回

答するための情報収集と解釈であることから、プロセス評価（プログラムは計画通り実施さ

れたのか）とインパクト評価（プログラムにより望むようなアウトカムが達成されたのか）

を行う。 

方法 

東千葉「地域の和・輪・環の会」と地域活動に意欲的に取り組んでいる大椎台自治会の市

民を対象に、研究者らが学習教材を用いた研修プログラムを実施し、実施前後で評価した。

評価は、質問紙調査とグループワーク内容、実施後のスタッフによる振り返り内容から分析

した。調査項目は下記の通りであった。  
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①研修プログラムはどのように実施されたのか。（プロセス評価） 

②研修プログラムにおいて、認知症本人の立場にたった見方や自分ごととして具体的な話し

合いがされたか。（プロセス評価） 

③研修プログラムの事前事後で、研修受講者は、認知症の人への態度や認知症があっても住

みやすい地域づくりについての意識に変化はあったか。（インパクト評価） 

④研修プログラムにより、研修受講者は、認知症があっても住みやすい地域づくりについて

気づきや学びがあったか。（インパクト評価） 

 

研究期間  

研究代表者所属機関の倫理審査承認後、2018 年５月下旬～2019 年３月 

 

倫理的配慮 

研究開始前に、研究代表者所属機関の研究倫理審査委員会の倫理審査を受けた。研究協力

への任意性の保障、研究強力に伴う負担の軽減、個人情報の保護等に留意した。具体的には

下記の通りであった。  

・ 研究への協力は、研究協力者の自由意思に基づく。研究協力が任意であることを保障す

る。研究班会議のメンバーがシナリオの場面（事例）提供や事例についての意見交換す

ることはそれ自体が研究の一環であるが、場面（事例）を研究に活用することについて

は自由意思を保障する。 

・ 研究への協力の有無により、不利益はないことを保障する。 

・ データ収集時に個人情報が含まれないよう注意し、データ分析時においても、氏名や機

関名などは伏せて記述し、また、公表時に個人が特定されることがないかを確認し、匿

名性を保障する。 

・ 場面（事例）の提出や選定にあたって、場面（事例）に認知症をもつ（疑いのある）人

やその関係者など、個人情報の記載がないように依頼し、個人情報を研究者が保持しな

い。 

・ 本研究の目的以外には、調査で得た情報を使用しない。 

・ 本研究結果は、公衆衛生関連学会等での公表を予定していることを事前に伝える。 

・ 研究データは、研究責任者の研究室の鍵のかかった保管庫で保管する。 

・ 研究成果発表後は研究データを 10 年間保管したのちに破棄する。破棄の方法は、紙媒体

はシュレッダーもしくは文書溶解による。電子媒体（USB）はファイルを削除し、PC 上

からも削除する。 

・ 調査データは、電子媒体（USB）に、パスワードをかけてファイルを保存する。 

・ 会議日程を調整する際は、協力者の都合を第一義にし、余裕をもって調整をする。 

 

COI 状況 

本研究は、開示すべき COI 状況はない。 
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結果 

研究１：教材化するシナリオの場面の特定 

 認知症の人との関りにより葛藤や困難を感じた場面として、３区の生活支援コーディネー

ターと住民グループより７場面（近似している事例を統合すると５場面）が提示された。こ

れらの５場面より、葛藤や困難を感じた場面の共通点として以下の３点が挙げられた。 

①家の中で、本人自身が認知症の症状に戸惑い困る、家族も対応に困る 

②地域の中で、本人自身が人とのやりとりの中で困る 

③家族が、地域の人に認知症であることをカミングアウトしたほうがよいのだろうか悩む 

そして、これら困った場面を起点としたシナリオの展開として、事例３のように近隣の人

が本人にうまく対応してくれ、地域の他の人にも、上手に本人のことを伝えてくれることが

あれば、認知症の症状があっても地域の中に徐々に受け入れてもらえるのではないか、その

ようなプロセスを描けるとよいことが確認できた。 

また、映像化出来るものには限りがあるため、映像だけでなく、ナレーションや字幕など

で補完する方向となった。 

 

① 場面１  

【生活支援コーディネーターが地域のサロン参加者から相談を受けた事例】 

〇サロンを運営する住民から相談を受ける。 

〇本人の不安が強く、頻回に相談に応じることで、不安解消に繋がった。 

 

 

 

② 場面２ 

【健康づくり活動運営者との関わりに苦慮した事例】 

〇生活支援コーディネーターある地域の体操教室を訪問したところ、本来の体操プログラムで

はなく独自の体操を行っていた。 

〇ルールに従っていないのは、認知症によるものか本人の性格によるものか判断が難しく、対

応に苦慮した。 

 

 

③ 場面３ 

【近隣の協力により認知症の症状があるが自分らしく暮らすことの出来た事例】 

〇デイサービスの迎えが来ないと、近隣住家のインターフォンを鳴らしてしまい、苦情が寄せ

られる。 

〇近隣住家のインターフォンを鳴らすことはなくなったが、かわりに近隣クリーニング店を訪

問するようになった。クリーニング店の店主が機転を利かせ、デイサービスに連絡してくれた

ことで、本人は安心して帰宅できた。 

 

 

④ 場面４ 
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【認知症の症状についての噂話が地域に広がってしまった事例】 

〇家族が認知症のような症状が出始めていることを近隣住民に話したところ、近隣住民から避

けられるようになってしまった。 

 

 

⑤ 場面５ 

【認知症になることを不安に感じるが具体的な準備が出来ない事例】 

〇夫婦二人（70 歳代）暮らしで、認知症になってしまうことを心配している。特に、夫が認知

症になってしまうと、介護が出来るのかとても不安である。 

〇地域との繋がりも薄く、誰に相談していいかもわからない。 

 

 

結果２：教材化するシナリオの場面の選別 

 結果１の場面と共同研究コアメンバーの意見交換により、シナリオに取り入れるべき場面

に含む内容を選別した。内容ごとに選別した理由を結果１の話し合い結果に基づいて述べる。 

 

１．認知症をもつ人の家族の先行きの見えない不安への対応 

 事例より、女性の立場から考えた事例が多かった。妻が、認知症かもしれない夫を心配し

ているがどうしたらいいかわからないという事例があり、現在のこと以外に今後のことも心

配していた。このように、地域の中で認知症の人への対応の課題として、特に女性の立場か

ら、認知症の疑いのある家族への対応がわからず、先行きの見えない不安に悩まされること

があり、それらについて前もって考えておくことは大切である。 

 

２．認知症であることを地域の人へカミングアウトする仕方 

事例の中には、認知症であることを地域の人に開示したことで地域から避けられてしまっ

たように感じた事例があった。家族が「言わなければよかった」という事例だが、相談を受

けている中でもよく聞く事例である。認知症の診断を受けたことで、また周囲に認知症であ

ることを伝えたことで、その日を境に、全く違う人になったと周囲の人に思われるのは切な

いことである。事例の中には、本人のためと思って言ったのに、避けられてしまった事例で

あり「どうしたらよいのか」と迷うものである。住民グループにおいては、「認知症であると

言える」ことを目指して活動していきたい。「認知症であることをカミングアウトすることが

大事」と住民には伝えていきたい。また、「カミングアウト出来る地域」にしていきたいと思

っているとの意見がでた。これらから、地域の中で認知症の人への対応についての課題では、

地域の人に認知症だとカミングアウトしたことで、地域の人から避けられる事態があり、認

知症であることをカミングアウトできる地域を目指していくことは大事である。 

 

３．認知症が疑われる人に、言わなければいけないことを地域の人からうまく声かける方法 

最終的に、その人が認知症になったのか、もともとのその人の性格によるものなのかがわ

からなかった事例があった（体操のルールを守れていないなど、違和感を感じるが、まだ実

際にトラブルにはなっていない事例）。実際の活動を見ていくと「この方は認知症かな」とい
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う事例はよくある。周囲の人も指摘しにくく、また、指摘をすると「自分が代わりにその人

が担ってきた役割を引き受けることになるのではないか」という懸念もあると聞く。これら

より、地域の中で認知症の人への対応の課題として、認知症なのか、その人の性格なのかを

一般市民が判断することは難しく、ルールを守れないことや本人の善意でしてくれているこ

とへの指摘は難しいため、上手な声のかけ方なども学べるとよい。 

 

４．専門職の相談の活用 

地域の体操教室に出席している人が、そのメンバーに様々なことを相談し、その相談を受

けているメンバーが困っている事例があった。認知症に関する相談は、住民に相談されても

相談される側が困ることがあり、専門的な相談は専門職へつなぐことを理解しておくと良い。 

 

５．身近にうまく認知症に対応できる人がいることの大事さ 

事例３では、認知症の疑いのある本人が近所の家を突然訪ねてしまい、その子ども夫妻に

クレームがきたが、地域のクリーニング店がうまく対応したことで、本人の安心につながっ

ていた。認知症に伴う行動で住民トラブルになるようなことも、近所にうまく対応できる人

がいると丸く収まり、本人の安心につながることが学習できると良い。 

 

６．認知症の本人の気になる行動について家族から地域住民に理解を求める方法 

 事例３の場合は、本人が認知症であることを、予め子ども夫妻が近所の人に伝えていれば、

事態は変わっていたのではないかと感じた。確かに、事例３は理想だが、子ども夫婦がどれ

だけ関わっているのかが疑問でもあり、子ども夫婦が地域の住民へ理解を求めるなどの行動

には至っていないのではないかと思われた。子ども夫婦は、デイサービスに行っているから

安心と思っているのだと思われる。もう少しケアマネージャーが支援出来るとよいとも考え

られた。このように、地域住民側の対応を考えるにも、家族の意向がわからないと地域の人

も遠慮して声かけられないので、家族から地域住民に理解を求めるにはどうしたら良いかを

学習できると良い。 

 

７．認知症を他人事ではなく自分事として正しく理解すること 

  認知症になると「怖い」「暴力的になる」というイメージを持ってしまう人が多いという意

見が出た。事例を見ると「なぜ、認知症はこれほど恐怖を抱かせる病気なのだろう」と思っ

たという意見も出た。業務で相談を受けていると、認知症以外の糖尿病や脂質異常症などの

リスクが高い人でも、それらの病気の不安ではなく認知症に対する不安が強いように感じて

いる。また、住民グループからは、今回、事例を出すにあたり住民グループの中でも話し合

ったが、それらのメンバーの多くは「自分たちは認知症ではない」と思っている人たちであ

る。どこかに、認知症に対する「恐れ」があると思う。自分の意思がなくなるという最終段

階のイメージしかない。そこに至るまでのプロセスがあるという認識がない。いきなり徘徊

してしまうというようなイメージで『恍惚の人』のイメージがあるのだと思う、という意見

がでた。認知症に対するセンセーショナルな、ゆがんだイメージを持っている人、他人事と

思ってしまう人が多いことから、認知症を自分のこととして考えられるような内容にできる

と良い。 
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８．認知症になっても暮らし続けることへの希望 

 事例１・２は、当事者の思いや不安・葛藤が出ていると感じた。夫の認知症のことを考え

るうちに、妻も「自分も認知症になったら」と思い始めてしまい、二人だけでどう生活した

らよいのかがわからず、不安になっている。その解消のためには、認知症になっても明るい

未来が想像できるように出来るとよい。 

 事例３は「こういった地域があると良いよね」という事例であった。自分の家族も認知症

になって、地域に支えられた経験があり、最後は希望がもてるような映像教材がよい。 

 事例３もよいが、クリーニング店の負担が大きい。地域のみんなで支えあうというところ

に至るまで、教材では見せられるとよい。 

 以上の意見から、認知症に対する漠然とした不安がある一方で、認知症になっても地域に

支えられることもあるので、希望を感じられる内容が映像教材に期待された。 

 

９．認知症の人のその人らしさの継続 

 認知症の人が社会の役に立つ、認知症の人が地域の資源として活動できることを、市民の

人に知ってもらいたいという意見が出た。 

 体操教室に参加していた事例では、本人は不安を全く感じていなさそうであった。生き甲

斐があったからだと思う。また、本人の気持ちは、人それぞれで、もともとの性格にもよる。

症状が進んでも、居場所や周囲のサポートがあれば、習字の教室などをしている人もある。

日常の様々なことを忘れても、妻が教えてくれるなどのサポートあれば、生活としては成り

立っていることもある。以上より、認知症の人もサポートがあれば地域の中で活躍できるこ

とを学習できる内容が期待された。 

 

１０．認知症になることで、本人も感じている辛さや不安を理解した対応 

 デイサービスで話を聞いていた中で、本人から「わからない。何もかもがわからない。な

ぜ、自分がここにいるのか、なぜあなたと話しているのか、わからない。どうしてここまで

不安になったのかわからない。」という人がいた。初期の段階が一番辛そうに見える。シナリ

オの中に「本人がどう感じているのか」を入れ込んでほしいという意見が出た。認知症初期

の段階は、周囲も戸惑うかもしれないが、本人が最も辛さや不安を感じている。その辛さや

不安を理解した対応を考える学習教材が期待された。 

 

結果３：学習教材の学習内容  

 結果２をふまえて、学習教材の学習目標、学習内容、グループワークの進め方、評価の視

点を検討した。 

 

１．学習目標 

市民が、日常生活の中で認知症の人と出会った時に、その人の尊厳を損なうことなく適切

な対応ができるように、日常的かつ現実的に困りそうな場面のイメージ化を通して、「自分で

あればどう考えるか」と自分の事として認知症の人・家族への対応方法を考えることができ

る。 
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２．具体的目標  

①地域で活動していた人が認知症の疑いがあらわれた時に、本人の立場に立って、本人の辛

さや思いを考えることができる 

②地域で活動していた人が認知症の疑いがあらわれた時に、その人に可能な役割を見出して

楽しく参加し続けられるよう、具体的な工夫を考えることができる 

③身近な人に、認知症の症状やその疑いがあらわれた時に、周囲の意見で問題を解決するの

ではなく、本人（家族）の意思を尊重できるよう、本人（家族）はどうしたいのかと考える

ことができる 

④認知症の症状やその疑いで困った時に「困った」「助けて」と近所の人や知人に言うことが

できるように、日ごろから近所づきあいや人とのつきあいを大事に思うことができる 

⑤認知症の症状やその疑いで困った時には、様々な相談窓口を活用できることを理解できる。 

 

３．学習内容  

 

項目 

 

内容 標準時間

（目安） 

Ⅰ．オリエンテーション 

１．研修のねらい 

２．研修の進め方 

研修の趣旨を理解する  

５分 

Ⅱ．①映像の視聴（全部） 地域活動の参加者に認知症があらわれ、

周囲の人が対応にとまどう場面を再現

し、自分だったら、どう対応するか考え

る 

 

１０分 

Ⅱ．②個人ワークシートの記載 

   (誰の立場で映像を見たか、そ

の理由) 

 

 

誰の立場で映像を見たか、誰に最も感情

移入して映像を見たかとその理由を書く

ことで、自分の経験を振り返り、認知症

を自分のこととして考える 

５分 

Ⅲ．①映像の視聴（サロンの前半

部分まで） 

主人公の千葉さんの立場に立って見るこ

とで、認知症が疑われる本人の気持ちに

立つ 

 

５分 

Ⅲ．②個人ワークシートの記入 

（「大丈夫だってば」と大声をだし

た時の本人の気持ちはどうだった

か） 

本人の気持ちを深く考えることで、認知

症が疑われる本人の気持ちに立つ 

５分 

Ⅳ．①映像の視聴（薬局相談、サ

ロンの相談も含めて最後まで） 

主人公の世界から、その主人公の家族、

主人公が住む地域について、そして、自

分の地域について考える 

 

５分 

Ⅳ．②個人ワークシートの記入 

（なぜ、妻は地域の人に相談でき

たか、自分の地域で起きた時にど

う対応するか） 

なぜ、妻は地域の人に相談できたのか、

普段からの生活やつきあいについて考え

る。また、自分の地域で起きた時にはど

う対応するか、具体的に自分の行動を考

える 

７分 
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Ⅳ．グループワーク 上記個人ワークシートに書いたことを、

共有する。特に正解があるわけではなく、

人の意見を聞き、共感しあったり、自分

の行動を振り返ったりする。話し合いを

通して、自分だったらどうするか、と自

分の考えを深める。 

２０分 

Ⅴ．全体発表 グループワークでどのような話がでたか

発表する。いろいろな意見があることを

知る。 

１０分 

Ⅵ．映像の視聴（第二部） 本研修のポイントについて理解する ５分 

Ⅶ．まとめ 認知症ケアパスを受け取り、認知症につ

いての様々な相談機関・窓口を理解する 

また、日頃からの近所づきあいが大事で

あること、現在取り組んでいる（取り組

もうとしている）地域活動の継続が大事

であることを確認する 

５分 

 

４．グループワークの進め方  

 一グループの人数は、４−５人程度が望ましい。  

 グループワークではファシリテーターがいない場合もあるので、進行者は開始前に、全体

に向けて下記を伝える。 

 グループワークでは、他者の話をよく聞いて、共感したり、「自分だったら」と考えたりす

ることを大事にする。 

 正解はないので、自由に話してもらう。 

 グループワークのルールを確認する。 

• 人の意見は否定せずによく聞きましょう。  

• 一人一言は必ず話すようにしましょう。  

• 一人で長く話すことは控えましょう。  

 簡単に自己紹介（名前程度）をしてから始める。（話し合いの導入として）  

 順に、個人ワークシートに書いたことを紹介してもらう。全てを話す必要はなく、差支え

ない範囲で構わないことを伝える。 

 話し合いは、４つの項目についてなので、一つにつき５分程度であること、途中で質問し

てもかまわないことを伝える。  

 できれば、地域活動のコアメンバー（あんしんケアセンター保健師・社会福祉士、民生委

員、生活支援コーディネーターなど）と事前に打ち合わせをして、ファシリテーターに入っ

てもらうと良い。自分の介護経験を話し続ける人もいるので、グループワークが進むように

声かける。ただし、下記の（１）（２）（３）（４）と区切って話さなくても、（１）を話す中

で、自ずと（２）（３）（４）が話される場合もあるので、柔軟に考えたので良い。基本的に

は一人ひとりが自分の意見を言えればよしとする。  

 

＊グループワークで話す内容  

（１）最初、誰の立場に立って見ましたか？それはなぜですか？  

（２）あなたがもし千葉さんの立場だったら、どのように感じますか？  

（３）千葉さんの妻が、千葉さんの認知症について相談できるような地域は、どんな地域だ
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と思いますか？  

（４）今回の千葉さんのようなことが、あなたの地域で起きた際には、どのようにしたらよ

いと思いますか  

 

５．評価の視点  

１）参加者について  

①認知症の人（家族）の立場に立って、本人（家族）の気持ちを知ることを大事にしたいと

思えたか 

②認知症になっても、地域の活動に役割を見出して参加し続けられるよう、具体的な工夫を

したいと思えたか 

③認知症になっても地域の中で支え合えるように、日ごろから地域の中でのつきあいを大事

にしたいと思えたか 

④認知症で困った時には、様々な相談窓口を活用したいと思えたか 

⑤認知症になっても住みやすい地域づくりのために、気づきを得たり考える機会になったか 

 

２）研修の運営について 

①グループワークで話し合いができたか  

②地域の研修主催者と、認知症になってもすみやすい地域づくりに向けて、この学習教材を

どのように用いるか打ち合わせすることができたか、まとめのところで、自分たちの地域活

動と関連させて今後についてメッセージを伝えることができたか。  

 

結果４：学習教材の制作 

１．映像教材  

 作成した映像教材のロケーション原稿を下記に示す。  
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２．映像組み込み研修用パワーポイント  

  研修で使いやすいように、映像を組み込んだ研修用パワーポイントは下記の通りである。 
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映像 

映像 
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映像 
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映像 

この映像教材は千葉市・千葉大学共同研究事業助成金を得て作成されましたので、  

 多くの千葉市民に、活用いただきたいと思っています。 

 ただし、この映像を、千葉市もしくは、国立大学法人千葉大学の許可なく利用したり、  

 ウェブサイトにアップロードしたりすることを禁止します。 

  連絡先：千葉大学知財管理移転室 

E-mail:kohno@chiba-u.jp   Fax:043-290-3519 
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３．個人ワークシート  

 映像を見て、自分自身はどう考えるか、考えを整理して書き留めるために、下記のワー

クシートを作成した。 
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結果５：学習教材の有用性と実用性の検証 

 

研修プログラムを施行し、結果４で作成した学習教材の有用性と実用性の検証を行った。 

 

１．東千葉「地域の和・輪・環の会」での試行 

１）目的 

（１）今回の研修の本研究における位置づけ  

本研究において開発した映像教材を含む学習教材を用いた市民教育の実用性や有用性につ

いて検証する。  

（２）研修の目的  

 研修参加者が、地域活動を行う中で認知症を有する人と出会った際に、その尊厳を損なう

ことなく、適切な対応ができるように、より実際的な活動のシミュレーションを通して、自

分や、家族、身近な地域の事としてどう対応するか考える機会を提供する。  

 

２）方法 

（１）対象者  

現在、地域活動を行っている団体（東千葉地域の和輪環の会）のメンバー及びその地域の住

民 

（２）従事者  

・東千葉地域の和輪環の会のメンバー  

・千葉市社会福協議会職員１名  

・千葉市あんしんケアセンター職員１名  

・千葉市保健福祉局在宅医療・介護連携支援センター職員１名  

・研究者３名  

・研究補助者１名  

（３）日時 

2019 年 1 月 13 日（日）13：30～15：30 

（４）場所 

東千葉集会所  

（５）当日のスケジュール  

時間 内容 担当 

13:15~ ①受付 東千葉地域の和

輪環の会 

13:30~ ②挨拶 東千葉地域の和

輪環の会 

13:35~ ③研修前後評価用紙の配布と記入説明、研修前評価の記入

（10 分） 

研究者 

13:45~ ④認知症への対応地域活動版研修の試行（60 分） 

・オリエンテーション  

・映像視聴（第一部）  

研究者 
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※同じ映像を 3 回視聴し、その度に感想をワークシートに記

入 

  １回目：素直にみる（誰の立場にたってみたか）  

 ２回目：千葉さんの立場でみる  

  ３回目：千葉さんの妻が地域の人に相談できる地域とは  

どんな地域かの視点でみる  

・グループワーク（4～6 名程度） 

・映像視聴（第二部）  

・まとめと千葉市認知症ケアパスの配布  

14:45~ ⑤研修後評価の記入説明と記入(10 分) 研究者 

14:55~ ⑥振り返り  

・映像をみた感想、研修の感想を話してもらう  

 

15:15~ ⑦研修前後評価用紙、個人ワークシートの回収  研究者 

15:20~ ⑧関係者からのコメント 研究者及び千葉

市、あんしんケア

センター、社協職

員 

15:30 ⑨閉会  

（６）使用する教材等  

・映像教材（DVD） 

・パワーポイント資料（プロジェクターへの映写のみで配布無）  

・個人ワークシート  

（７）評価方法  

黒田（2011）による「認知症の人に対する地域住民の受容的態度とその関連要因」におい

て開発された認知症受容度尺度をもとに作成した質問紙を用いて、研修前後の態度の変化を

評価した。質問紙の内容は、性別、年齢、認知症受容度尺度の 8 項目、今回研究者が新たに

追加した認知症の方への対応に関する態度を尋ねる 2 項目（「認知症で困った時には、様々

な相談窓口を活用したい」、「認知症の疑いのある人が、地域の活動に役割を見出して参加し

続けられるように具体的に工夫できる」で回答選択肢は「1．そう思う」、「2．ややそう思う」、

「3．どちらでもない」、「4．あまり思わない」、「5．全く思わない」の 5 件法）とした。得

られたデータは、IBM SPSS Statistics ver.25 を用いて以下の解析を行った。研修前後の認

知症の人に対する態度の変化について、認知症受容度尺度の 8 項目は合計点の平均値を算出

し、研修前後で差があるかどうかを調べるため、対応のある t 検定を実施した。また、研究

者が新たに追加した認知症の方への対応に関する態度を尋ねる 2 項目については、Wilcoxon

の符号付順位検定を行い、研修前後の比較を行った。なお、有意水準は 5％とした。 

また、研修の内容や方法について、個人ワークシートの記載内容や、参加者の研修中の反

応をもとに適切であったか評価し、改善すべき内容を検討した。 

 

３）結果 

（１）参加者  
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55 名（その他従事者として 7 名参加） 

（２）質問紙による研修前後評価の集計結果  

集計結果の分析対象者は、回答者 58 名のうち、認知症受容度尺度の 8 項目と研究者が新

たに追加した 2 項目の計 10 項目すべてに回答した 49 名とした。 

 

①質問紙集計結果分析対象者の特性（表 1） 

性別をみると、男性が 21 名（42.9％）、女性が（57.1％）であった。年代別にみると、70

歳代が 26 名（53.1％）で最も多く、次いで 80 歳代が 14 名（28.6％）であった。  

表 1 質問紙集計結果分析対象者の特性  

    人数（％） 

性別 男性 21（42.9％） 

  女性 28（57.1％） 

年代 60 歳未満 2（4.1％） 

 
60 歳代 7（14.3％） 

 
70 歳代 26（53.1％） 

  80 歳代 14（28.6％） 

 

②認知症受容度尺度の合計点の平均値の研修前後の変化（表 2） 

 研修実施前の認知症受容度尺度の合計点の平均値は 30.2（±4.2）、研修実施後は 32.7（±

4.0）であり、有意に上昇していた（p＜0.01）。なお、尺度の合計点が高いほど需要的な態度

を示す。 

 

表 2 認知症受容度尺度の平均値の変化  

 
合計点の範囲 研修実施前 研修実施後 有意確率 

認知症受容度尺度 （0-40） 30.2（±4.2） 32.7（±4.0） ** 

**：p＜0.01 

対応のある t 検定 

注：結果は平均値（S.D）で示した 

 

③認知症の方への対応に関する態度の研修前後の変化  

 研修実施前後の認知症の方への対応に関する態度の項目の集計結果は表 3 のとおりであり、

「認知症の疑いのある人が、地域の活動に役割を見出して参加し続けられるように具体的に

工夫できる」は研修前後で有意差がみられた（p＜0.01）。 
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表 3 認知症の方への対応に関する態度の研修前後の変化 

  
そう思う 

やや 

そう思う 

どちらでも

ない 

あまり 

思わない 

全く 

思わない 
有意確率 

認知症で困った時に

は、様々な相談窓口を

利用したい 

研修前 41（83.7％） 5（10.2％） 2（4.1％） 0 1（2.0％） 

n.s. 

研修後 38（77.6％） 9（18.4％） 0 0 2（4.1％） 

認知症の疑いのある

人が、地域の活動に役

割を見出して参加し

続けられるように具

体的に工夫できる 

研修前 12（24.5％） 20（40.8％） 13（26.5％） 4（8.2％） 0 

** 

研修後 15（30.6％） 28（57.1％） 5（10.2％） 1（2.0％） 0 

**：p＜0.01, n.s.: not significant 

Wilcoxon の符号付順位検定 

 

（３）個人ワークシートの記入内容例  

①1 回目の視聴後  

1 回目の視聴後の質問「あなたは、どの人にもっとも感情移入して映像をみましたか？」

に対する回答は、千葉さん 28 名、千葉さんの奥さん 17 名、三木さん 5 名、曽我さん 2 名、

渋谷さん 1 名であった。感情移入した理由を回答してもらったところ、表 4 のような回答が

みられた（一部抜粋）。  

表 4 ある登場人物へ感情移入した理由（一部抜粋） 

千葉さん  ありがちなことなので、ひとごとではない 

 

 もし自分が千葉さんの立場になった時、自分の思いと行動がちぐはぐになることへの

恐れがあります 

 
 自分が認知症になった時わかって欲しいから 

   症状が現れている本人であり、自分も最近物忘れがあったりするから 

千葉さんの 

奥さん 

  

 自分の主人がそうなったら心配だから 

 一番立場が近い 

 家での状態を感じている人が一番気を揉んでいると思うから 

 困っている奥さんはどのようにケアしているのかな？大変ではないかな？ 

 認知症の伴侶とこれからどう生活していくか、人生の大きな課題と直面しているから 

三木さん  近くで良く見ている 

  
 自分の発言で千葉さんの気分を害してしまったという、とても心配。反省している気

持ちが分かるので 

曽我さん  千葉さん本人を観察する立場から映像を見た 

渋谷さん 
 認知症がわかってないとどうしてもあの様な対応になってしまう、自分もそういう対

応をしてしまいそう 
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②2 回目の視聴後 

 2 回目の視聴後の質問「あなたが千葉さんだったら、どんな気持ちだったでしょうか？」

に対する回答は表 5 のとおりであった（一部抜粋）。 

表 5 「あなたが千葉さんだったら、どんな気持ちだったでしょうか？」に対する回答内容（一部抜粋） 

 まわりの人が少し自分に合わせてほしい 

 私も、認知が始まっていまったのか・・失望（自分への） 

 これからどうしよう。これからどうなるのかなあーこれからの不安 

 自分としてはちゃんとしているつもりなのに、周りの人がわかってくれていないことへのい

らだち 

 今までちゃんとできていたのにという自分に対してもいらだちがあるだろうと思う 

 変だとか、疲れているとか、無理しないとか、一方的に言ってほしくない 

 コーヒーを入れたのに、サロンに来た人に否定されたのでショックだった 

 みんなが自分の事を心配して気づかってくれているんだと思った 

 私は間違っていないよ～と言いたい～けど、どこか違うのかな～!!と戸惑う 

 自分のいないところで色々話されるのはちょっといや 

 

③3 回目の視聴後 

 3 回目の視聴後の質問「千葉さんの妻は、認知症で心配な夫のことを地域の人に相談でき

ました。この地域はどんな地域だと思いますか？」に対する回答は表 6 のとおりであった（一

部抜粋）。 

 また「今回の千葉さんのようなことが、あなたの地域で起きた際には、どのようにしたら

よいと思いますか？」という質問に対しては、表 7 のような回答がみられた（一部抜粋）。 

 

表 6 「千葉さんの妻は、認知症で心配な夫のことを地域の人に相談できました。この地域はどんな地域だ

と思いますか？」に対する回答内容（一部抜粋） 

 身内の事を相談できる雰囲気がある 

 他人の事に寄り添うとか出来る心情の人が多い 

 友人の行動を日ごろから注意して見ているし話し合える 

 あんしんケアセンターなど周囲に相談出来る環境が整っている 

 あんしんケアセンターなど市の相談場所など詳しい人がいる 

 困った事を気楽に相談出来る、みんなで心配ごとを共有できる地域 

 認知症のこともオープンに話をして周りの人も心配し、相談にのってくれて住みよい町だと思う 

 弱い立場の人も生活しやすい所 

 

  



39 

 

表 7 「今回の千葉さんのようなことが、あなたの地域で起きた際には、どのようにしたらよいと思います

か？」に対する回答内容（一部抜粋） 

 まず受け入れる、責めない 

 自分の事として考えてみる 

 専門の人が身近にいるので、その人達を入れて話し合う 

 集まってきた仲間の中に、この様な症状の方がいたら、少しずつ様子を観察し改善出来る方法を検

討する 

 千葉さんへの対応の仕方、話し方を皆で話し合える様にする 

 集まってこられない方もいると思うが、スーパーや公園などで見かけたら地域の民生委員の方など

に相談していく 

 千葉さんが今現在、何が生きがいとして、生活できるか、考えてあげたらと思います 

 千葉さん、奥さんの思いを知る 

 家に引きこもらないで、サロンに出てきてもらう 

 奥様、ご家族、親しい仲間に様子を聞く、どのように対応したら良いか安心センター（専門家）に

相談する 

 千葉さんに直接言わないで、みなで相談する、詳しい人を入れてそれから納得するよう話す 

 

（４）研修終了後の従事者によるカンファレンスでの発言内容  

・映像教材視聴後、ワークシートを書く際に、登場人物の名前が思い出せない人がいた。ワ

ークシートを記入する際は、どの人が何という名前であったかわかるように示してほしい。  

・今回は、映像を見る際に 3 回とも最初から最後まで全ての場面を視聴したが、2 回目と 3

回目以降は、該当する部分の視聴のみでよいのではないか。  

・妻が認知症であった夫婦が参加していたが、お互いが思っていることを初めて聞いたとい

う発言が見られていた。 

・（参加者から「今回の主人公は診断されたかどうかもわからないのに、勝手に認知症と決め

ていいのか」と従事者に個別に質問があったことに対して）認知症のイメージとして大部分

の人は中期以降の状態にある人を想像していると考えられるため、認知症ケアパスを用いて、

映像教材の主人公の症状のレベルが初期にあることを示しておく必要がある。  

 

（５）当日の様子  
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４）まとめ 

（１）映像教材を用いた市民教育の実用性と有用性について  

本研修は、映像教材以外に、パワーポイントやワークシートも作成された上で実施された

ものであったため、本教材を作成した研究者以外でも、同じ教材を用いて、プログラムを実

施していくことが出来ると考えられる。  

また、参加者の質問紙の集計結果から、研修を受講するによって、認知症の人に対する受

容的態度が高まり、認知症の方が地域で役割を持ちながら生活できる工夫を考えることが出

来たと言える。  

さらに、個人ワークシートの内容からは、千葉さんの立場を考えた上で、地域に千葉さん

のような方がいた場合にどのように対応したらよいのかを具体的に考えることが出来ている

と考えられるため、その機会を提供するものであったと言える。  

以上のことから、映像教材を用いた市民教育を他の地域活動を行っている団体以外でも、

実施することが可能であり、その効果として認知症の人に対する受容的態度の高まりや、地

域活動を行う上で出会う認知症の人への対応を、本人の立場を想像しながら、身近な地域の

事として具体的に考える機会を提供できることが期待できる。  

 

（２）今後に向けた改善点について  

参加者が分かりにくいと感じた部分や、今回実施してみて従事者間で気がついた点につい

て修正し、内容を精錬させていく。  

 

（参考文献）  

黒田研二他：認知症の人に対する地域住民の受容的態度とその関連要因，社会問題研究，

60,27-35,2011 
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２．大椎台自治会館での施行 

 

日時：2019 年 3 月 16 日（土）14:00~15:30 （関係者集合：13 時 00 分） 

場所：大椎台自治会館（緑区）  

参加者：48 名（住民）+ 10 名（関係者）※ 

※関係者：千葉市在宅医療・介護連携支援センター主査  久保田氏、千葉市地域包括ケア推進

課課長補佐  渡辺氏、千葉市社会福祉協議会  小林氏、あんしんケアセンター土気  

原田氏・佐藤氏、東都医療大学  永田講師、千葉大学  石丸准教授・鈴木助教・坂

井助教・佐藤  

会場設営：ワークショップ形式（テーブル・椅子配置：1 テーブル 8 人掛け×6 セット） 

必要物品：DVD 教材（大学）、個人ワークシート（大学）、研修評価用紙（大学）、ボールペ

ン（大学）、認知症ケアパス（地域包括支援センター）、パソコン（社会福祉協議

会）、プロジェクタ・スクリーン（社会福祉協議会、大椎台自治会）  

 

方法 

時間 内容 担当 

13:00~ ①受付 

※テーブルの上に個人ワークシートとボールペンを配布  

大椎台自治会  

14:00~ ②挨拶 大椎台自治会  

地域福祉委員

長 

14:05~ ④認知症への対応地域活動版研修実施（60 分） 

・オリエンテーション  

・研修評価用紙配布、事前アンケート記入  

・映像視聴（3 回） 

 １回目（全編）：素直にみる（誰の立場にたってみたか）  

   ⇒ワークシート記入  

 ２回目（薬局に切り替わる前まで）：千葉さんの立場でみる  

   ⇒ワークシート記入  

 ３回目（薬局のシーンから）：千葉さんの妻が地域の人に相

談できる地域とはどんな地域かの視点でみる。  

⇒ワークシート記入  

・グループワーク（15 分）※適宜ファシリテート行う  

  自己紹介後、ワークシートに書いたことを紹介しあう  

・全体発表（10 分） 

  グループワークで話し合った内容の共有  

・映像視聴（専門家の解説部分）  

・まとめと千葉市認知症ケアパスの配布  

・事後アンケート記入  

石丸准教授  

15:30 ⑦挨拶 小林氏 
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15:30 ⑨閉会、研修評価用紙回収   

当日の様子 

 

 

１．全体発表の内容  

１グループ目：千葉さんの立場で見た人が多かった。  

２グループ目：千葉さんの立場で見た人が多かったが、奥さんや世話人の方の立場に立って

見た人もいた。千葉さんの気持ちは、自分も気にしていたのにプライドが傷ついたのだと思

う。プライドを傷つけないような声かけが大事と思う。  

３グループ目：妻が相談できたのは、日頃から声かけたり付き合いがあったり、地域活動が

比較的活発な地域で、気にかけ合う関係があるのではないか。  

４グループ目：日頃からあんしんケアセンターとの関係があるのではないか。認知症の相談

では、専門家に相談することが大事だと思う。  

５グループ目：この映像の地域は模範的な地域だと思う。千葉さんは幸せ者だと思う。この

映像では、薬局で、たまたま世話人に会ったか相談できて良かったが、もし会えなかったら、

どうなっただろうかと思う。  

６グループ：この大椎台地域は比較的活動が活発であり、支え合えるような関係性はある方

ではないかと思う。居場所づくりが大事と思って活動している。認知症に関しても、そうい

う日頃からの付き合いの関係、居場所があることが大事だと思う。  

 

２．研修終了後の従事者によるカンファレンスでの発言内容  

・グループワークで、夫が妻を世話する方が大変ではないか、男性の立場だったら今回のように

相談できないのではないか、周りの人も、知っていても夫（男性）には声かけにくい。男性が介

護者の場合についても考える必要があるという意見が出た。  

・グループワークでは、実際に、認知症の疑いがある人に対して、サロンの中で歌を歌ってもら

ったら「特別扱いしないで欲しい」と怒られた経験を話された人がいた。その時に、自然と同じ

グループの人から「その人は何がしたかったんでしょうね。」という問いかけがなされていた。

この映像で伝えたかったことが伝わっているということではないだろうか。  

・この教材学習では、認知症の症状が出た時にどう対応するかだけでなく、日頃からの地域活動
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や社会への参加が大事であることのメッセージを伝えられると良いのではないか。それは地域性

によって様々であり、地域活動が活発でない地域や参加していない人が多い地域では、「今日来

てくれたことがその一歩になる」とか、「今後この地域でも地域活動を立ち上げよう」など伝え

られる。また、すでになんらか取り組んでいて、次のステップを考えたい地域では、さらにこの

研修をきっかけにしてコアメンバー間や参加者を巻き込んで次の動きを考えられると良い。  

・個人ワークシートに書いたことを話してもらうが、「差し支えないことを話してください」

と一言いうと良い。  

・正解やグループで意見をまとめるわけではないので、「このグループワークでは、人の意見

を聞いて、共感したり、質問したりしてください。正解があるわけではないので、自由にお

話しください」など最初に伝えると良い。  

・グループワークの時に、一つにつき何分くらいで話してください、などの時間管理は必要。  

・仲が良い人が同じテーブルに座るので、事前に自治会や民生委員などの地域のコアメンバ

ーと打ち合わせをして、グループ分けをどうするか、最後をどう締めるかなど話し合ってお

くとよい。 

 

考察 

１．教材化したシナリオについて 

認知症を有する人との関わりから葛藤や困難を感じた場面には、次の 10 の必要な学習項目

が含まれていると考えられた。それは、《認知症を他人事ではなく我が事として考える》《認

知症を有する人の家族の先行きの見えない不安への対応》《認知症を有する人の気になる行

動について家族から地域住民に理解を求める方法》《認知症が疑われる人に、地域活動継続

のために言うべきことをうまく声をかける方法》《専門職への相談の活用》《身近に認知症

を有する人にうまく対応できる人がいることが、本人の安心につながること》《認知症にな

っても地域で暮らし続けることへの希望をもつ》《認知症であることを地域の人へカミング

アウトできる地域づくり》《認知症を有する人のその人らしさが継続できる地域づくり》で

あった。 

学習教材は、認知症の初期段階にある人を主人公に、その人が、地域活動の中で周囲の人々

の関係性の中で抱く思いと家族による地域の人々へのカミングアウトを中心的テーマとした

ものと考えられた。  

 

２．学習教材の内容について  

 当初、想定していたのは、本研究のテーマがシミュレーション学習であったこととから、

状況をイメージして実践的な演習をする学習教材であった。なぜなら、日常生活の中で適切

な対応ができるためには、知識に加えて、手技を獲得する必要があり、働きかける認知学習

領域が手技的な学習の場合、実習や演習形式が有効であると言われているからである。しか

しながら、共同研究班会議の中で、住民グループの世話人や家族会の代表、また、日ごろ実

際に認知症を有する人との関わりのある専門職との意見交換により、教材化する場面や必要

な学習項目において大事なことは、学習目標にもあるように、市民が、日常的かつ現実的に

困りそうな場面のイメージ化を通して、「自分であればどう考えるか」と自分の事として認知

症の人・家族への対応方法を考えることができることではないかと思うに至った。 
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自分の事として考えるためには、相手の立場に立って考えることが重要であり、そのため

には、手技的なことよりも、認知症を有する人やその家族の気持ちに思いをはせること、自

分であればどう考えるかを、人の話も聞きながら考えることが大事であろうと考えた。そし

て、地域の人とは毎日顔を合わせているわけではないので、相手をよく理解できているかと

いえば、必ずしもそうではない。声をかけた時の相手の反応からいつもと様子が違うことに

気づくこともあるので、人に対して失敗しない声かけよりも、失敗したとしてもそれを補う

方法や、補えあえる関係性を日ごろから作っておく大事さに気づく方が大事ではないかと考

えた。 

その結果、本研究で開発した学習教材を用いた研修プログラムの効果としては、①認知症

の人（家族）の立場に立って、本人（家族）の気持ちを知ることを大事にしたいと思えるこ

と、②認知症になっても、地域の活動に役割を見出して参加し続けられるよう、具体的な工

夫をしたいと思えること、③認知症になっても地域の中で支え合えるように、日ごろから地

域の中でのつきあいを大事にしたいと思えること、④認知症で困った時には、様々な相談窓

口を活用したいと思えること、⑤認知症になっても住みやすい地域づくりのために、気づき

を得たり考える機会になったことが挙げられた。  

 

３．学習教材の有用性と実用性  

 作成した学習教材を用いた研修プログラムを、東千葉「地域の輪・和・環の会」と大椎台

自治会で実施した。実施時間は約 90 分で、それぞれ 49 名、48 名が参加した。ワークシート

内容、当日の話し合い内容、そして認知症の人に対する受容的態度等の前後評価より、研修

の実用性と有用性について検討した。前後評価より、研修を受講することによって、認知症

の人に対する受容的態度が高まり、認知症の人が地域で役割を持ちながら生活できる工夫を

考えることが出来ていることを確認した。個人ワークシートの内容からは、認知症本人の立

場を考えた上で、地域に同様の人がいた場合にどのように対応したらよいのかを具体的に考

えることが出来ていたことが明らかになった。本研修は、映像教材以外に、パワーポイント

やワークシートも作成した上で実施されたものであったため、本教材を作成した研究者以外

でも、同じ教材を用いて、プログラムを実施していくことが出来ると考えられた。 

 

政策提言 

 本研究で作成した学習教材を用いた研修は、地域活動を行っている団体以外でも、実施す

ることが可能であり、認知症の人に対する受容的態度の高まりや、地域活動を行う上で出会

う認知症の人への対応を、本人の立場を想像しながら、身近な地域の事として具体的に考え

られるという効果が期待できる。研修の打ち合わせの段階から、地域の見守りや居場所づく

りなど課題を感じている地域のコアメンバー（社会福祉協議会コミュニティソーシャルワー

カー、あんしんケアセンター職員、民生委員、自治会役員など）を巻き込み、研修をきっか

けに、認知症があっても支え合える地域づくりに向けて、参加者とどう協働し、次の動きを

おこしていくかを考えていくとさらに実用的である。各区保健福祉センターの保健師にも、

地域のコアメンバーとの協働による地域づくりを進めていくうえで活用していただきたい。

今後、千葉市内で、本学習教材が幅広く活用されることを期待する。 
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資料 

１．研究取り組み状況  

 

日程 内容 具体的内容 場所 

平成 30 年 5 月 23 日

（水）14:15-15:45  

第 1 回研究

班会議  

共同研究計画について、今

後の進め方 

千葉大学大学院看護学

研究科 

 

平成 30年 7月 6日（金）

16:00～18:00 

 

第２回研究

班会議 

学習教材の事例（場面）選

定について、アクションカ

メラとＶＲカメラについ

て、撮影日の決定 

千葉大学大学院看護学

研究科 

 

平成 30 年 7 月 19 日

（木）15:00～18:00 

 

ワーキング 学習教材シナリオに関する

打ち合わせ 

千葉市在宅医療・介護連

携支援センター 

平成 30年 8月 3日（金）

16:00～18:00 

第３回研究

班会議 

学習教材の作成について、

アクションカメラについ

て、撮影日の確認 

千葉大学大学院看護学

研究科 

 

平成 30 年 10 月 4 日

（木）13:15～16:45 

ロケハンテ

ィング 

ロケ地の確認、光の状況、

進行について 

東千葉住宅集会所、あん

しんケアセンター千葉

寺、ふじ薬局、千葉大学

アカデミックリンクセ

ンター 

平成 30 年 11 月 1 日

（木）9:30～17:00 

撮影（ロケ

ーション記

録） 

集会所サロンやあんしんケ

アセンター、薬局でのシー

ン撮影 

東千葉住宅集会所、あん

しんケアセンター千葉

寺、ふじ薬局、 

平成 30 年 11 月 28 日

（水）13:30～16:15 

撮影（ロケ

ーション記

録） 

専門家のコメント撮影 千葉大学アカデミック

リンクセンター 

平成 30 年 12 月 21 日

（金）16:00～18:00 

第４回研究

班会議 

映像教材の試写、映像教材

活用ガイド案および研修の

進め方、千葉市千葉大学共

同研究のまとめ 

千葉大学大学院看護学

研究科 

 

平成 31 年 1 月 13 日

（日）13：30～15：30 

研修１回目 作成した映像教材を用いた

研修プログラムの試行 

東千葉集会所  

 

平成 31 年 3 月 16 日

（土）14:00~15:30  

 

研修２回目 作成した映像教材を用いた

研修プログラムの試行 

大椎台自治会館（緑区） 
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２．ロケーションハンティング記録  

 

日時：平成 30 年 10 月 4 日（木）13 時 15 分～16 時 45 分 

出席者：久保田主査（千葉市） 

日下部氏（医学映像教育センター） 

永田亜希子講師 

石丸美奈准教授、坂井文乃助教、佐藤太一博士前期課程（千葉大学） 

１）状況確認した候補地 

（１）東千葉住宅地集会所  

  

（２）あんしんケアセンター千葉寺  

  

（３）フジ薬局 

  

（４）千葉大学アカデミック・リンク・センター 
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３．ロケーション記録  

 

日時：平成 30 年 11 月 1 日（木）9 時 30 分～17 時 

出席者：久保田主査、中村氏、中村氏（千葉市） 

小林主査、星崎氏（千葉市社会福祉協議会） 

堀江氏（あんしんケアセンター千葉寺） 

永田亜希子講師（東都医療大学） 

石丸美奈准教授、坂井文乃助教、鈴木悟子助教、佐藤太一博士前期課程（千葉大学） 

東千葉地域の和・輪・環の会 

（池田氏、宇沢氏、曽我氏、高畑氏、中沢氏、村井氏、その他出演にご協力いただ

いた皆さま） 

日下部氏、古川氏（医学映像教育センター） 

 

１．撮影スケジュール 

9：30～10：45 あんしんケアセンター千葉寺で撮影（シーン 44） 

11：00～12：00 スギ薬局で撮影（シーン 23～28） 

休憩（1 時間） 

13：00～17：00 東千葉住宅地集会所で撮影（シーン 2～22、29～44） 

 

２．当日の様子 

（１）あんしんケアセンター千葉寺 
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（２）スギ薬局 

  

 

（３）東千葉住宅地集会所（いきいきサロン） 
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４．専門家ロケーション記録  

 

日時：平成 30 年 11 月 28 日（水）13 時 30 分～16 時 15 分 

場所：千葉大学アカデミックリンクセンター I 棟 2 階 203 号室（コンテンツ制作室） 

出席者：久保田主査（千葉市） 

堀江氏（あんしんケアセンター千葉寺） 

平野講師（千葉大学医学部附属病院） 

諏訪教授、辻村准教授、石丸准教授、坂井助教、鈴木助教、佐藤太一博士前期課程 

（千葉大学看護学研究科） 

日下部氏（医学映像教育センター） 

 

１．撮影スケジュール 

13：30～14：15 諏訪教授撮影・撮影内容確認 

14：30～15：00 堀江氏撮影・撮影内容確認 

15：15～16：00 平野講師撮影・撮影内容確認 

 

２．当日の様子 

（１）諏訪教授撮影・撮影内容確認 

  

（２）堀江氏撮影・撮影内容確認 
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（３）平野講師撮影・撮影内容確認 

 

 


