
申し込み不要
先着500名

入場無料

劇を通じて
楽しく学ぼう！

認知症の勉強をした裕次郎さんは、認知症サポーターとなり、自分にできることを行うことにしました。
しかし、地域には、予想以上に認知症に関する課題がありました。認知症ドライバーに、ゴミ出し問題、行方不明になる方…
様々な問題が次から次へと出てきます。裕次郎さんは、どうしてよいか分らなくなってしまいました。
そんな時、地域ケア会議が開催され、医療関係者、介護関係者、地域の人々が、それぞれに想いを語り、
できることを考え、協力しあって、対応を始めます。さあ、一体、どんな風に、地域で認知症の方を支えていくのでしょうか…

劇の
あらすじ

裕次郎さん、
認知症サポーターになる！

第2回 北神医療介護サポートセンター  地域住民向けフォーラム

■問い合わせ先：神戸市医師会北神医療介護サポートセンター  ☎078-571-4140  FAX 078-571-4141

認知症になっても住み慣れた地域で暮らしたい。
その望みをかなえるためには何が必要か？
医療・介護関係者、地域の人々が協力し、
その願いをかなえるためにどうしたらいいのか？
今回、地域住民の皆様に、劇を通じてお伝えしたいと思います。
～５か条～
第1条▶認知症の方の「行動の理由」を理解しましょう！
第2条▶「驚かせない、急がせない、傷つけない対応」をしましょう！
第3条▶地域の心配は「あんしんすこやかセンター」に相談しましょう！
第4条▶まずは、「かかりつけ医」に相談しましょう！
第5条▶地域の協力で「静かな見守り」から始めましょう！

2018                 3月24日●土 15：00～
■　 会場 北神区民センター（ありまホール）

神戸市北区藤原台中町1-3-1　神戸電鉄「岡場駅」下車、徒歩5分

■主催：神戸市医師会北神医療介護サポートセンター  ■共催：北区医師会・北区歯科医師会・北区薬剤師会・北区地域包括ケア推進総括協議会
■後援：神戸市北消防署・兵庫県警有馬警察署・兵庫県看護協会・北区社会福祉協議会

（2時間の予定）
受付14：30～

～認知症の方を、医療と、介護と、地域で支えるための５か条～
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登場人物

制作スタッフ

プロローグ：裕次郎さん、認知症サポーターになる！

・ナレーター ・・・・・・・・・・・・・
・石ヶ原裕次郎 ・・・・・・・・・
・石ヶ原ルリ子 ・・・・・・・・・・
  （旧姓：浅丘ルリ子）
・娘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・孫娘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・娘婿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・自治会長 ・・・・・・・・・・・・・・・

第１幕：町は、認知症の人でいっぱいだ！どうしたら、ええの？

・キャスター ・・・・・・・・・・・・・
・専門家 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・住民１・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・住民２・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・住民３・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・住民４・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・パン屋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・店員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・吉長さん ・・・・・・・・・・・・・・・
・黒子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・民生委員 ・・・・・・・・・・・・・・・
・救急隊１・・・・・・・・・・・・・・・
・救急隊２・・・・・・・・・・・・・・・
・救急隊３・・・・・・・・・・・・・・・
・佐藤  妻 ・・・・・・・・・・・・・・・・
・佐藤さん ・・・・・・・・・・・・・・・
・歯科医師 ・・・・・・・・・・・・・・・
・警察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第２幕：困り事は、地域ケア会議で相談！

・地域包括 ・・・・・・・・・・・・・・・
・オレンジチーム１・・・・・
・オレンジチーム２・・・・・
・オレンジチーム３・・・・・
・ケアマネ ・・・・・・・・・・・・・・・・
・医師（認知症サポート医）
・社会福祉協議会 ・・・・・
・往診医師 ・・・・・・・・・・・・・・・
・歯科医師 ・・・・・・・・・・・・・・・
・薬剤師 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・訪問看護 ・・・・・・・・・・・・・・・
・介護者家族 ・・・・・・・・・・・・
・ヘルパー ・・・・・・・・・・・・・・・
・デイ職員１（女性）・・・・・
・デイ職員２（男性）・・・・・
・認知症の人と家族の会
・キャスター ・・・・・・・・・・・・・
・アシスタント ・・・・・・・・・・・
・専門家１（医師）・・・・・・・
・専門家２（医師）・・・・・・・
・専門家３（歯科医師）・・
・妻（コント）・・・・・・・・・・・・・・・
・夫（コント）・・・・・・・・・・・・・・・
・医師（コント）・・・・・・・・・・・・
・でん太君 ・・・・・・・・・・・・・・・
・歯科衛生士 ・・・・・・・・・・・・

薬剤師・らくじゅ薬局岡場店

理学療法士・ネオライフサポート訪問看護

ケアマネ・ふじの里

看護師・済生会訪問看護ステーション
ケアマネ・桃源の郷

医師・恒生病院

生活支援コーディネーター・神戸市北区社会福祉協議会
医師・芦田医院

歯科医師・向陽病院

薬剤師・ウエルシア薬局イオン神戸北

看護師・訪問看護ステーション花の里

医療福祉連携士・介護老人保健施設青い空の郷

ケアマネ・ふじの里

看護師・介護老人保健施設うらら

社会福祉士・道場あんしんすこやかセンター
認知症の人と家族の会、兵庫県支部

医師・相澤医院

ケアマネ・ふじの里

医師・石岡整形外科

医師・菊川医院

歯科医師・こがめ歯科

医師・おおにし内科医院

社会福祉士・有馬温泉病院

医師・つだ内科クリニック

事務部・恒生病院

歯科医師・朝倉歯科

第3幕：鈴木さんが行方不明になった！

エピローグ：ふるさとで暮らし続けられるように

・指揮者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ピアノ演奏 ・・・・・・・・・・・・・

・総合司会 ・・・・・・・・・・・・・・・

医師・済生会兵庫県病院

財務・済生会兵庫県病院

医師・石岡整形外科

・新聞配達 ・・・・・・・・・・・・・・・
・コンビニ ・・・・・・・・・・・・・・・・
・パン屋2号 ・・・・・・・・・・・・・
・宝くじ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・発見者（写真） ・・・・・・・・

生活支援コーディネーター・神戸市北区社会福祉協議会
看護師・コーディネーター

看護師・済生会訪問看護ステーション

医療福祉事業室・済生会兵庫県病院

医師・恒生病院

・総合責任者 ・・・・・・・・・・・・
・劇監督 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・脚本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・アドバイザー ・・・・・・・・・・
・アドバイザー ・・・・・・・・・・

・アシスタントマネージャー
・協力スタッフ ・・・・・・・・・・

・音響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・スライド製作 ・・・・・・・・・・
・スポットライト① ・・・・・・
・スポットライト② ・・・・・・

ケアマネ・ありのあんしんすこやかセンター

ケアマネ・ありのあんしんすこやかセンター
社会福祉士・ありのあんしんすこやかセンター

社会福祉士・ありのあんしんすこやかセンター
保健師・ありのあんしんすこやかセンター

ケアマネ・ふじの里

ケアマネ・ふじの里
神戸市北区社会福祉協議会

薬剤師・ひまわり薬局五社店

松尾 知保
後呂 大
吉川 誠司
小川 保美
山本 文恵
奥田 裕啓　
俣野 徹
蘆田 延之
山口 康二
細見 尚子
天ケ瀬 延代
中西 誠司
川上 裕之
苫見 由美
福満 善博
酒井 邦夫　
相澤 かおり
重安 久美子
石岡 勉
菊川 大樹
小亀 辰夫
大西 淳子
丸田 佳人
津田 晃孝
藤川 武嗣
朝倉 大輔

中井 亨
東中 重信

石岡 勉

俣野 徹
平岡 久惠
小川 保美
和泉 真紀
古瀬 繁

松永 りか
青木 あい子
加藤 智子
阿佐 直美
松田 みり子
南本 貴史
中山 健志
河野 桃子
山口 智弘

その他制作スタッフ

和泉 真紀・松田 隆志・辻井 雅行・大坪 愛実・
八巻 華代・宮川 明子・平岡 久惠
（医療福祉事業室・済生会兵庫県病院）

・受付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会場スタッフ

裕次郎さん、
　認知症サポーターになる！
～認知症の方を、医療と、介護と、地域で支えるための５か条～

センター長・神戸市北保健センター
医師・さだひろこどもクリニック

看護師・有馬温泉病院

看護師・訪問看護ステーションわかば
ケアマネ・花の里

看護師・訪問看護ステーションわかば

医師・ふくだクリニック
社会福祉士・有馬あんしんすこやかセンター

看護師・恒生病院地域連携室

薬剤師・薬剤師会

介護士・桃源の郷

北神救急隊・北消防署

北神救急隊・北消防署

北神救急隊・北消防署
ケアマネ・介護老健施設らぽーと

ケアマネ・なでしこ神戸

歯科医師・向陽病院

警部補・兵庫県有馬警察

医師・済生会兵庫県病院

医師・さだひろこどもクリニック

薬剤師・NPO法人エナガの会

薬剤師・NPO法人エナガの会

ケアマネ・NPO法人エナガの会

医療福祉事業室・済生会兵庫県病院

救急係長・神戸市北区消防署

社会福祉士・NPO法人エナガの会

薬剤師・NPO法人エナガの会
MSW・真星病院地域連携室

MSW・真星病院地域連携室

医師・たかた内科クリニック

医師・近藤内科クリニック

看護師・済生会兵庫県病院

ケアマネ・なでしこ神戸

看護師・コーディネーター

ケアマネ・ありのあんしんすこやかセンター

薬剤師・神戸市北区薬剤師会

坂 賀由子
貞弘 信行
森岡 静子
鉄本 明子
三好 明子
大道 孝子
福田 康文
前山 園実
中村 孝子
辻井 志都子
西脇 宣子
松岡 恭輔
古田 淳
小南 龍暉
肥塚 幸子
柳川瀬 洋志
山口 康二
高永 寛義

中井 亨
貞弘 信行　

木村 和弘　
山本 哲也
清水 弘喜

森 昭与
花山 昇

木村 和弘
山本 哲也
真保 友仁
栗林 恵

高田 幸浩
近藤 誠宏
清田 はるひ

田井 文子
平岡 久惠
佐藤 岳史
吉田 道生
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