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地域リハビリテーション連絡票の活用地域リハビリテーション連絡票の活用
に至るまでの経過及び背景に至るまでの経過及び背景

•経過

高幡圏域地域リハビリテーション懇談会において平
成15年から3年間事例検討ワーキングにおいて連
携の仕組みづくりを検討する。

⇓

携の仕組みづくりを検討する。

⇓

各機関の連携をすすめるためのツールとして【高幡
チャート】を作成

⇓

地域リハビリテーション連絡票（以下「連絡票」）



•背景

平成18年4月須崎市地域包括支援センター 設
立

＜相談内容から見えてきたもの＞

・医療から在宅や介護施設に移行する際に、医療で・医療から在宅や介護施設に移行する際に、医療で
提供されたサービスが生かされない。

・「退院」の指示に利用者・家族は不安感が大きく、
在宅復帰となりにくい。

・在宅でどのような暮らしぶりをしていたのか、本人
の「生活」を関係者が共有できていない。



                                             

                                         

                   

                                                          

                   

 提供した医療・介護の効果を環境が変わっても 

継続してご本人の生活維持・改善につなげる。 

                                                    

                                              

                            

                                                             例え生活障害が残っても 

                                                              住み慣れた自宅で自立した 

                                                                生活を再獲得する。 

 

 

＜病院＞ ～地域リハビリテーション連絡表の流れ～ 

ご本人が記入♪ 

 

リハビリテーション連絡票 

入院・退院 

入所・退所 

入院・退院 

入所・退所 

入院・退院 

   

 

＜介護保険施設等＞    

    21年度作成 

 ＜在宅復帰＞     

 

入所・退所 

作成：須崎市地域包括支援センター 

提供した医療・介護を自宅でも途切れ

ることなく生活の中に取り込み、維持

改善につなげる 

この「連絡票」は、今まで暮らし

てきた私の生活を病院や介護の人

たちにわかってもらうために書い

ておきます。 



実際に書いてみましょう！実際に書いてみましょう！

＜対象者＞

•地域の集いに参加する高齢者

•須崎市民生児童委員総会で紹介•須崎市民生児童委員総会で紹介

•須崎市老人クラブ総会

•生涯大学受講生など



広報の手順広報の手順

１．「連絡票」活用の目的を口頭で説明する。

２．退院時の担当者会議を想定したロールプレ
イ

３．記入例を紹介し実際に書いてもらう。



参加者からの反応参加者からの反応

・記入例を見ながら一人で書字が出来るのは
70歳までの方。70歳以上になると傍で解説
が必要。

・80歳後半の参加者が多く、完成までに1時間・80歳後半の参加者が多く、完成までに1時間
程度要する。

・参加者同士が助け合って自分たちで記入する
姿が見られる。

・見守りカードと一緒に保管できるファイルは好
評。











今後の事業計画今後の事業計画

•地域の集いで広報活動

•個別のサービス担当者会議で情報共有の
ツールとして活用を促す。





須崎市の認知症対策

須崎市健康福祉課

西本 美公子



須崎市の様子

人口：２５.１５０人

65歳以上人口：７６３０人

高齢化率：３０，３％



認知症高齢者の現状

� ６５歳以上人口 ７２００人(平成１７年）
� 認知症日常生活自立度 Ⅱ以上

４８２人
（人口６．７％）（人口６．７％）

・認知症日常生活自立度 Ⅲ以上
２５９人

（人口３．６％）
・介護保険新規申請原因の

第1位認知症７0人（平成18年度）



須崎のケアマネさんに聞きました。

平成２１年８月調べ
～在宅で介護を受けている認知症の方の姿～

認知症日常生活自立度 Ⅲ以上の方
で在宅で生活されている方。

９４人９４人９４人９４人



在宅で介護されている認知症の方

ⅢⅢⅢⅢa以上以上以上以上 ９４人９４人９４人９４人

Ⅲa ５６人

Ⅲｂ １３人

Ⅳ ２３人

Ｍ ２人



独居高齢者

� Ⅲａ ５人

� Ⅳ ２人

� ９０代の近所に住む姉� ９０代の近所に住む姉

� 高知市の息子が月１回帰ってくる

� 近所に住む娘の支援

� 親戚の家に毎日通う



老老介護

� Ⅲａ ９人

� Ⅲｂ ３人

� Ⅳ ４人� Ⅳ ４人

� M １人

� ４人は介護者も認知症（Ⅰ）あり

� 介護者の年齢は９０代～７０代



認知症サポート事業のねらい

関係者のケアの質の向上関係者のケアの質の向上

地域のネットワークづくり



徘徊ネットワーク模擬訓練

� 開催日：平成21年6月3日（水）13:00～15:00

� 開催場所：須崎市浜町、南古市町、西古市町

� 参加者：須崎地区民生委員児童委員 15名

認知症高齢者家族の会 1名認知症高齢者家族の会 1名

ケアマネージャー 7名 安全協会 1名

グループホーム 2名 生協デイ1名

須崎市地域包括支援センター４名

県高齢者福祉課 3名

須崎福祉保健所2名



徘徊ネットワーク模擬訓練

� 徘徊高齢者を福祉セン
ターまで誘導する。



まとめ

認知症サポート事業

・認知症の早期発見と早期対応

・認知ケア関係者の質の向上

・認知症の人を地域で支えるネットワークづくり

いろんな方面から、認知症の人への理解いろんな方面から、認知症の人への理解いろんな方面から、認知症の人への理解いろんな方面から、認知症の人への理解
者を増やす取り組みを少しずつ広げていく者を増やす取り組みを少しずつ広げていく者を増やす取り組みを少しずつ広げていく者を増やす取り組みを少しずつ広げていく
活動活動活動活動



別紙２

・内容

・関係機関等の合意形成の状況・役割分担

・地域ケア体制整備構想等との関係

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日　2 1年9月1日～平成22年3月31日

※　別紙１の事業名ごとに別葉とすること。

※　他の関係する事業を実施する場合は、関連する事業欄に当該事業の名称・その概要等を記載してください。

関係する事業等

事業名 高齢者の日常生活を支えるための見守りなどの仕組みづくり事業

事業目的

事業内容

地域の現状・課題

　高齢者の日常生支援づくりのために民生委員を中心に地域単位の研修を実施しながら、問題点、課題を明確し、

課題を共有し、地域に見守り支え合いのシステムの構築を図る。

介護保険制度以外の資源活用により、サービス給付費の抑制につながる。

項　　　　　　　　目

平成21年度高知県地域ケア体制整備推進事業計画書平成21年度高知県地域ケア体制整備推進事業計画書平成21年度高知県地域ケア体制整備推進事業計画書平成21年度高知県地域ケア体制整備推進事業計画書

補助事業者 代表者名 　　　　　沢村　豊

4

社会福祉法人　南国市社会福祉協議会

事業分類
番号

年間スケジュール

事業実施期間

ビス給付、医療給付も高くなっている。高齢者世帯、特に一人暮らしの高齢者世帯の増加が急速に進んでいる。
施設依存傾向が強い市民生活は療養病床再編にも大きな影響を受けることとなる。また、本市は医療、介護施設
の公的整備は一定充足しているが、高齢者の日常生活を支えるためのボランティア組織等、域域資源が乏しく地
域での支えあい見守りなどの仕組みづくりが急務となっている。、

南国市の高齢化率は高知市に次ぐ低さである。しかし、要介護認定率は高く介護保険サー

南国市介護支援専門員連絡会・老人クラブには事業実施毎に協力参加体制を要請する。

地域ケア体制整備に向けた基本方針4つのうち◆日常の生活を支える体制の確保◆県民の意識改革

の推進の2点を主として実施する。

南国市民生児童委員128名を主に地区社会福祉協議会及び老人クラブ、南国市居宅介護支援事業所

ケアマネを対象に地域単位で、事業目的に沿って高齢者生活の支援、見守りについて研修を実施する

この研修を踏まえ関係機関と連携し、持続可能な地域での支え合い体制を構築（H22年度）

民生児童委員協議会12地区のうち6地区は積極的参加、3地区は協力参加としている。

高齢者の生活支援ボランティア組織の確立につながる。

月（回数） 検　討　・　活　動　内　容　な　ど

9月～12月の間に事業参加
組織1回目の研修（実施回
数15回）1月～3月には2回
目研修（10回）認知症に
関する研修開催

・民生委員地区単位で10箇所を目途に研修会を開催。民生委員を中心に
地区住民（老人クラブ等）にも参加を呼びかける。自分の住んでいる身
近なところから、実態把握をしながら問題点、課題を捉えてもらえるよ
うな研修内容にしたい。地域住民の手でできること、是非したいこと、
できないけれど、必要であるなど、明確にしながら、地域ケア体制の構
築の重要性を認識してもらえるような内容にする。・先進地からも学
び、21年度の研修の成果により、22年度には具体的な支援組織が確立で
きるよう、見通しのもてる研修内容にしたい。日常生活を支える体制作
りを円滑に進めるためには、住民の理解と協力が不可欠であることか
ら、高齢者の個別訪問を実施する。

その他事業効果

事　　業　　効　　果　　内　　容

※　具体的な事業効果の数値が記載できる場合は、数値の記載をしてください。

認知症に対する理解を深め、地域での見守り体制を築く。

高知県地域ケア整備構想に対する理解を深めることができる。



 

別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（新規分：Ｈ２１年度開始） 

事業名 よりよい暮らしを実現するケアマネジメント事業 

補助事業者名 高知市居宅介護支援事業所協議会 

総事業費（千円）  ７９４千円（当初計画時） 交付決定額（千円） ７９４千円 

事業費実績（円） ２９９，５５４円（１０月２８日現在） 

事業目的 

①． ケア関係者のケアマネジメント能力の向上を図る 

②． 在宅サービス提供機関との連携を深め、在宅支援体制の構築を図る 

 

 

現状及び課題 

 

Ｈ２１年１０月２２～２３日の研修会には２７８名の参加があり、事前

の事例提出に関してもほぼ全員が期日内提出。研修会に参加する姿勢と

意欲は高かった。今後の課題としては、この研修会を通してケアマネジ

メントに必要な知識及び利用者・家族への自立支援の方法を身につけ、 

上記の目的が果たせるようになる。 

事業内容 

（当初計画） 

 在宅支援を支えるケアマネジャーのケアマネジメント能力の向上を

図るために、先ずはケアマネジメントの全体像から始まる一連の講義で

必要な知識・理論整理を行った後に、具体的な事例検討で援助の方法を

確認していく作業を行う。 

事業結果の概要 

※１ 

 別紙 

 

 

 

今後の事業計画 

※２ 
別紙 

 



事 務 連 絡 

平成 21 年８月 31 日 

 

高知市内 居宅介護支援事業所 管理者様 

 

高知市居宅介護支援事業所協議会長 

高知市健康福祉部介護保険課長 

 

平成21年度 ケアマネジメント研修会 開催案内および参加依頼 

 

残暑の候、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

本年4月の介護報酬改定では、居宅介護支援費について各加算の創設や担当件数逓減制の見直し等が

なされており、居宅介護支援事業所に対する期待を込められた改定となりました。 

そこで、このたび、高知市居宅介護支援事業所協議会と保険者である高知市との共催で、標記研修を

企画いたしました。事例検討を中心とした講師による研修及び、東西南北のブロック別でのフォローア

ップ研修を実施し、利用者・市民の期待に応えられるよう、ケアマネジメントの質向上を目指してまい

りたいと考えております。 

居宅協議会としては、本年居宅協議会としては、本年居宅協議会としては、本年居宅協議会としては、本年 5555 月の総会で申し上げたとおり、全事業所・全職員月の総会で申し上げたとおり、全事業所・全職員月の総会で申し上げたとおり、全事業所・全職員月の総会で申し上げたとおり、全事業所・全職員がががが参加する必須研修参加する必須研修参加する必須研修参加する必須研修

として位置付けております。として位置付けております。として位置付けております。として位置付けております。また、研修の取り組みや成果について、高知市ホームページに掲載し、情

報発信を行う予定です。    

管理者の皆様におかれましては、業務多忙と存じますが、所属介護支援専門員の研修参加にご配慮い

ただきますよう、何卒、お願いを申し上げます。 

 

記 

 

１．送付文書   この案内文 

         平成21年度ケアマネジメント研修会流れ 

 

  ２．対象者    高知市内居宅介護支援事業所 介護支援専門員（主任含む） 

           高知市介護保険課・健康づくり課 職員 

 

  ３．日時・内容等 

 

講師研修 日 時 場所 

1回目 
10月22日(木) 

 23日(金) 

13:00-17:00 

9:00-15:00 

高知城ホール４Ｆ 

（丸の内） 

2回目 
12月24日(木) 

25日(金) 

13:00-17:00 

9:00-15:00 

保健福祉センター３Ｆ 

（塩田町） 

3回目 
2月12日(金) 

13日(土) 

13:00-17:00 

9:00-15:00 

未定 

※決まり次第お伝えします 

 

2回目と3回目の後（1月と3月ころ）に、居宅サービス事業所職員も含めた、ブロック

別フォローアップ研修を予定しています（主催：市介護保険課） 

 

  ４．その他    参加申し込み、事前課題があります 

           9999 月の居宅ブロック会で研修委員より、実施要領月の居宅ブロック会で研修委員より、実施要領月の居宅ブロック会で研修委員より、実施要領月の居宅ブロック会で研修委員より、実施要領とととと事前課題事務局様式事前課題事務局様式事前課題事務局様式事前課題事務局様式をををを配布配布配布配布

（紙・データ）（紙・データ）（紙・データ）（紙・データ）し、し、し、し、研修の説明研修の説明研修の説明研修の説明をををを行行行行いますいますいますいます。ご出席をお願いいたします。。ご出席をお願いいたします。。ご出席をお願いいたします。。ご出席をお願いいたします。    
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平成 21 年度ケアマネジメント研修会 実施要領 

 

 

１．目的 ケア関係者（ケアマネジャー等）のケアマネジメント能力の向上を図る 

 

   「自立」に向けたケアマネジメントを行い，ケアプランを立てることができる。 

在宅での生活が継続できる利用者が増える。 

ケアに関わる専門職間の連携が深まる。 

 

２．主催 高知市居宅介護支援事業所協議会・高知市 

 

３．参加対象 

高知市内居宅介護支援事業所 介護支援専門員（主任含む） 

高知市地域高齢者支援センター 職員及び介護予防支援員 

高知市健康づくり課成人健康係 保健師 

 

４．講師 

     森本外科・脳神経外科医院（鳥取県） 副院長 金田弘子氏 

 

５．講師研修 日程・場所 

 日 時 場所 

1 回目 
10 月 22 日(木) 

 23 日(金) 

13:00-17:00 

9:00-15:00 

高知城ホール４Ｆ 

（丸の内） 

2 回目 
12 月 24 日(木) 

25 日(金) 

13:00-17:00 

9:00-15:00 

保健福祉センター３Ｆ 

（塩田町） 

3 回目 
2 月 12 日(金) 

13 日(土) 

13:00-17:00 

9:00-15:00 

未定 

※決まり次第お伝えします 

 

６．フォローアップ研修（講師研修の間、１月・３月に開催） 

内容：研修会で提出された事例を中心に、事例に関わっているケア関係者も交えた圏域別事例検討会 

(東西南北のブロック別に多職種・多機関の事例検討会)を開催 ４ヶ所・各２回 

 

７．ブロック窓口 

 居宅協議会 研修委員 地域包括支援センター 

東部 
在宅介護支援センターなの花 千頭 

８７８－７０９５ 

東部地域高齢者支援センター 中野 

８８２－９３８１ 

西部 

在宅ケアセンターみかづき 戸梶 

８２３－３０３０ 

居宅介護支援事業所長瀬 神明 

８７３－５０１５ 

西部地域高齢者支援センター旭分室 和田 

８７３－７７０５ 

事前課題は西部地域高齢者支援センター（鴨部）

でも受理いたします 

南部 

春野 

居宅介護支援事業所梅の辻 伊勢脇 

８３３－４５８０ 

南部地域高齢者支援センター 小原 

８３１－６０７４ 

事前課題は春野地域高齢者支援センターでも受理

いたします 

北部 
ケアマネージャーステーションあたご 安岡 

８２３－３６０４ 

北部地域高齢者支援センター 川村 

８２３－９１２１ 

※ブロック窓口は、事前課題取りまとめ・研修の企画運営や進行管理を担います 

１月 

フォロー研修 

３月 

フォロー研修 

10月 13日まで 

事前課題提出 
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８．参加申し込み 

     事業所ごとに参加者を取りまとめのうえ、３ページ「参加申込書」を、市介護保険課へファ

ックスしてください。申し込み期限は 9月 25 日とします。 

 

９．事前課題【重要】 

 

研修効果を高めるため、事前に受講者全員事例を提出し、参加型の研修を行います。受講者の中から

研修時、事例発表をお願いすることがあります。ご協力ください。 

 

○テーマ 「認知症」、「脳卒中」、「寝たきり」のうち、テーマを選択し、テーマに沿った事例を１受講

者あたり１例以上、下記様式にて提出をお願いします 

 

○提出内容 ① フェイスシート     → 事務局指定様式を使用 

 （様式） ② アセスメントチャート  → 事務局参考様式または各事業所様式を使用（選択制） 

      ③ アセスメント総括表   → 事務局参考様式または各事業所様式を使用（選択制） 

      ④ ケアプラン（１）（２）  → 各事業所様式を使用 

      ⑤ 援助の課程とまとめ   → 事務局指定様式を使用 

 

○提出   １０月１３日（火）１０月１３日（火）１０月１３日（火）１０月１３日（火）までに、事業所の所在する地域高齢者支援センターへ紙面で提出 

      個人や機関が特定されないよう、修正液の使用や○○事業所と表記するなど、個人情報保

護に努めてください 

印刷の関係で、①～⑤はＡ４片面、クリップ止め（ホチキス禁止）をしてください 

 

ご不明な点は、ブロックの居宅研修委員までお問い合わせください 

 

 

１０．受講にあたっての連絡事項 

 

○ 会場により駐車場がない場合、駐車スペースが少ない場合があります。ご協力ください。 

 

○ 昼食は近隣の店舗を利用いただくか、会場内で飲食可能です。ゴミはお持ち帰りください。 

 

 

１１．事務局 

 

市居宅協議会  老人保健施設あったかケアみずき 施設長 和田 

         ８４６－６８００ 

 

 高知市     高知市介護保険課介護予防支援係 黒岩 

         ８２３－４０１４ 
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ＦＡＸ番号 088-824-8390 

高知市介護保険課介護予防支援係 行 

 

ケアマネジメント研修会 参加申込書 
 

居宅事業所名                             

 

参加者氏名 
介護支援専門員 

経験年数 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 月 25 日(金)までにお申し込みください 
 



別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（新規分：Ｈ２１年度開始） 

事業名 在宅介護を支える仕組みづくり推進事業 

補助事業者名 安芸郡医師会 

総事業費（千円）  ９２２千円（当初計画時） 交付決定額（千円） ９２２千円 

事業費実績（円） ２６０，９３０円（ ９月３０日現在） 

事業目的 

中芸地区において在宅で介護をしている家族を支援し、在宅介護を推進 

するため、安芸郡医師会（中芸地区）、町村、中芸広域連合(地域包括支 

援センター、保健福祉課）、医療機関、施設等の連携体制を整備し、医 

療・介護・看護の連携の仕組みづくりについて検討する。 

 「地域リハビリテーション連絡票」を地域で活用して、利用者がどの 

施設でも不安なくサービスやケアが受けられるよう連携体制を地域ぐ 

るみで行い、在宅介護を支える家族を支援する。 

 また、地域ケアスタッフについて、より専門的な研修会を開催し、知 

識技術面での不安を解消し、医学的管理が必要な要介護者の入所受け入 

れが進むよう働きかける。 

 

現状及び課題 

 

中芸地区（奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村の５町村）は、 

県東部の中ほどに位置し総人口12,740人(H20年）、高齢化率は36.2% 

と県平均を6.4%を上回っており、今後も高齢化が進む傾向にある。地 

域では医療機関、介護サービス提供事業等が十分でないことから、在宅 

介護のさらなる充実が必要である。  

 しかし、在宅療養を支える家族を支援するための、老人保健施設や特 

別養護老人ホームのショートステイの確保などの施策は、進んでいない 

現状である。 

 また、老人保健施設等においては、医学的管理が必要な要介護者のニ 

ーズがあるが、看護職不足やスタッフの技術・知識に対する不安から、 

入所利用を制限せざるをえない状況にある。 

事業内容 

（当初計画） 

（１）情報の共有（医療・介護・看護）に関する取組み 

①「中芸版地域リハビリテーション連絡票」（以下「中芸版連絡票」と 

いう）のモデル運用（６～７月） 

 中芸地区にお住まいの要支援・要介護認定を受けている高齢者を対象 

に、在宅で安心して暮らすため自ら必要な情報を伝える「中芸版連絡票」 

をモデル的に運用し、関係機関が情報を共有することにより、医療・介 

護・看護の連携を推進する。 

②「中芸地区地域ケア推進検討会」及び「中芸版地域リハビリテーショ 

ン連絡票専門部会」による中間評価及び今後の方向性を検討（９，２月） 

③地域連携システム構築のためのモデル運用 

〇 地域への拡大（１０～１２月） 

 ①のモデル運用をうけて、さらに「安芸版連絡票」を周知、地域住民 

が日常的に使用することで、地域への普及を図り、医療・介護・看護の 



情報を共有できる地域の体制づくりを行なう。 

〇退院時のケアカンファレンスによる関係者の連携システム 

・「安芸版連絡票」を使った関係機関による退院時のケアカンファレ 

ンスの開催 

・事例検討会の開催 

（２）体制づくりに関する取組み 

 ①地域ケアリーダーの養成研修 

  対象となる介護サービス事業者から対象者を選択し、看護職スタッ 

フの医学的管理技術向上のため、専門的な全身管理等の研修を実施 

し、介護スタッフの技術、質の確保を目指す。 

 ②地域の在宅推進のための体制づくりの検討 

在宅介護を支える家族の支援に必要なショートステイ利用促進等、 

在宅ケアを地域で進める体制づくりについて、地域の関係機関で検 

討する。 

 

事業結果の概要 

※１ 

別紙のとおり 

 

 

 

今後の事業計画 

※２ 
 

 



６～７月      ８～９月 １０～１２月

関係機関　１１ヶ所

居宅介護支援事業所等

ショートステイ施設（愛光園、ヘルシーケアなはり）

医療機関（田野病院、はまうづ医院）

地域リハビリテーション連絡票の
　モデル運用

（ｹｱﾌﾟﾗﾝﾅｰﾊｰﾈｽ、ｹｱﾌﾟﾗﾝﾅｰてのひら、
　居宅介護支援事業所たの、
　田野町居宅介護支援事業所なかよし
　なごみ中芸、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝさくら、
　はじめのいっぽ）

結いの里づくりプロジェクト～中芸地区地域ケア体制推進検討会～

中芸地区の在宅介護を支える仕組みづくりの推進について

１ 情報の共有（医療・介護・看護の連携）
中間評価

・意見をもとに評価

の実施

・中芸地区地域ケア

推進検討会の意見の

聴取

↓

作成
安芸版安芸版安芸版安芸版

地域地域地域地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾘﾊﾋﾞﾘﾘﾊﾋﾞﾘﾘﾊﾋﾞﾘ

ﾃｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ

連絡票連絡票連絡票連絡票

ステップ

地域連携システム構築のためのモデル運用

ステップ
延６２名作成

意見数約１２７

①①①①地域地域地域地域へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

②②②②退院時退院時退院時退院時のケアカンファレンスによるのケアカンファレンスによるのケアカンファレンスによるのケアカンファレンスによる関係者間関係者間関係者間関係者間のののの連携連携連携連携

システムシステムシステムシステム

安芸版地域リハビリテーション連絡票を使った関係機関

の退院時ケアカンファレンスの開催

事例検討会の開催

対象者

中芸地区に居住の要支援・要介護

認定を受けている高齢者で、ショート

ステイ利用者、病院・施設の入退院

（所）者、作成が適当と思われる方

中
芸
地
区
に
お

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連

絡票検討部会
関係者で随時検討→実践

9/18

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

連絡票運用

等第2回説

明会（対

象；ケアマ

ネジャー）

9/18

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

連絡票検討

部会

　◎各地域の高齢者が集う場で連絡票を活用

　いきいき百歳体操

　いきがい（ミニ）デイサービス・サロン

　あったかふれあいセンター

　なかよし交流館　　等

　◎住民座談会の開催　 (北川村3ヶ所10月6,16日開催延60名参加）

　イキイキ・暮らしックアンケート結果よりみえてきたもの

　地域リハビリテーション連絡票をベースにした学習会

２ 地域への啓発

～自分の地域で暮らし続けるために～

３ 体制づくり～人材育成等～

中芸地区地域ケア

体制推進

検討会

関係者で検討

→実践

地域地域地域地域ケアリーダーのケアリーダーのケアリーダーのケアリーダーの養成研修会養成研修会養成研修会養成研修会

（（（（日時日時日時日時：：：：9999～～～～11111111月第月第月第月第３３３３火曜日火曜日火曜日火曜日18181818::::00000000～～～～20202020::::00000000

場所場所場所場所：：：：田野病院田野病院田野病院田野病院３３３３階会議室及階会議室及階会議室及階会議室及びびびび１１１１階階階階リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション室室室室））））
～～～～医学的管理のための地域ケアスタッフ技術向上～

対象者；各施設長が、各施設の各部署において今後伝達講習

を行なうことができる人材として推薦した者

対象施設：愛光園、ﾍﾙｼｰｹｱなはり、ケアプランナーハーネス、はまうづ医院、

馬路診療所、中芸介護社、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたいよう、

田野町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ桃山、北川村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ柚子の郷、

９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））

◆医療・介護・看護の共通認

識「安芸保健福祉圏域地域ケ

ア整備構想」

◆１ 全身管理について

（意識・呼吸・循環の観察、

バイタルサイン異常時の対応、

その他）

元気高齢者等元気高齢者等元気高齢者等元気高齢者等へのへのへのへの周知周知周知周知
中芸広域連合地域包括支援中芸広域連合地域包括支援中芸広域連合地域包括支援中芸広域連合地域包括支援センターセンターセンターセンター

中芸広域連合保健福祉課中芸広域連合保健福祉課中芸広域連合保健福祉課中芸広域連合保健福祉課

町村社会福祉協議会町村社会福祉協議会町村社会福祉協議会町村社会福祉協議会 等等等等

１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火））））

◆２ 在宅における各種医療

処置

（ＰＥＧの管理及び経管栄養

時の注意点、リザーバー留置、

カテーテルの管理、気管切開

及びカニューレの管理、在宅

酸素療法及び人工呼吸の管理、

１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））

◆３ 急変時の対応

（心停止とは？、１

次救命処置及びＡＥ

Ｄ使用法、窒息時の

対応、その他）

研修受講

後、各施設

の各部署に

おいて伝達

講習

第
２
回
評
価

お
け
る
取
り
組
み
の
拡
大

田野町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ桃山、北川村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ柚子の郷、

馬路村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鶴亀さん、中芸広域連合地域包括支援ｾﾝﾀｰ



いきいき百歳体操

• 〔馬路村〕相名、影、日浦、東川、朝日出

• 〔安田町〕東島

• 〔北川村〕久府付、長山、野川、北部、菅ノ上、
柏木、加茂

• 〔田野町〕内町、開、千福、大野、上地、浜田、
淌寿

• 〔奈半利町〕

いきがい（ミニ）デイサービス・サロン

• 〔馬路村〕魚梁瀬、馬路

• 〔安田町〕社協(JA）リフレッシュ広場

• 〔田野町〕にこにこ(木になる)サロン

• 〔奈半利町〕よさこいサロン、福祉センターミ
ニデイ、11地区社協ミニデイ

あったかふれあいセンター

• 〔安田町〕地域ふれあいセンター、中山、薬
師

• 〔北川村〕保健センター、小島

• 〔奈半利町〕保健センター、樋ノ口、法恩寺

なかよし交流館他

• 〔田野町〕なかよし交流館、パワーリハ

• 〔全町村〕老人クラブ活動

中芸の各地域で、「高齢者が集う場」において、高齢者本人
にファイルを配布して活用方法の説明、本人基本情報欄を記入する

◆要支援認定者・特定高齢者⇒地域包括支援センター

◆元気高齢者⇒町村、広域連合保健福祉課、町村社会福祉協議会 等

役割分担役割分担役割分担役割分担

馬路村いきいき百歳体操・いきがいデイサービス・サロン⇒社会福祉協議会

北川村いきいき百歳体操⇒社会福祉協議会
奈半利町いきがいデイサービス・サロン⇒社会福祉協議会
安田町・北川村・奈半利町あったかふれあいセンター⇒社会福祉協議会（地域支援活動員）
田野町なかよし交流館・パワーリハビリテーション・にこにこサロン⇒町、サポーター、社会福祉協議会

集まりの場で取り組みの中心となる人材集まりの場で取り組みの中心となる人材集まりの場で取り組みの中心となる人材集まりの場で取り組みの中心となる人材



別紙

21.10.20現在

平成２１年度中芸地区地域ケアリーダー養成研修会　平成２１年度中芸地区地域ケアリーダー養成研修会　平成２１年度中芸地区地域ケアリーダー養成研修会　平成２１年度中芸地区地域ケアリーダー養成研修会　

安　芸　郡　医　師　会

 安芸圏域保健医療福祉推進会　　中芸ブロック会

目的

期間 平成２１年９，１０、１１月第３火曜日　１８：００～２０：００

場所 田野病院３階会議室及び１階リハビリテーション室

対象施設・対象者 各施設長推薦による 看護師・准看護師等地域ケア関係者

各医療機関、各施設内各部署において、今後伝達講習を行なうことができる人材

指導者養成研修
月月月月 時間時間時間時間 講師講師講師講師 参加実績参加実績参加実績参加実績

オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション

Ⅰ．総論Ⅰ．総論Ⅰ．総論Ⅰ．総論 30 安芸圏域保健医療福祉推進会議　１１事業所

医療・介護の共通認識医療・介護の共通認識医療・介護の共通認識医療・介護の共通認識 　中芸ブロック会 　　　２３名
「安芸保健福祉圏域地域ケア整備構想」

Ⅱ．各論Ⅱ．各論Ⅱ．各論Ⅱ．各論 90

１．全身管理について１．全身管理について１．全身管理について１．全身管理について 田野病院
１）意識・呼吸・循環の観察 　外来看護師長　川渕　洋志
２）バイタルサイン異常時の対応
３）その他

２．施設・在宅における各種医療処置２．施設・在宅における各種医療処置２．施設・在宅における各種医療処置２．施設・在宅における各種医療処置 120

１）PEGの管理及び経管栄養時の注意点 田野病院 １１事業所

２）リザーバー留置カテーテルの管理 　外来副福看護師長　阿部　希 　　　２５名

３）気管切開及びカニューレの管理

４）在宅酸素療法及び人口呼吸器の管理

５）その他

３．急変時の対応３．急変時の対応３．急変時の対応３．急変時の対応 120

１）心停止とは？ 田野病院
２）１次救命処置及びAED使用法 　西病棟看護師長　岡本　直樹
３）窒息時の対応
４）その他

対象となる介護サービス事業者から対象者を選択し、地域ケアスタッフの医学
的管理技術向上のため、専門的な全身管理等の研修を実施し、技術、質の確
保を目指す。

１１月１７日（火)
18:00～20:00
１階リハ室

項目・内容項目・内容項目・内容項目・内容

９月１５日（火）
18:00～20:00
３階会議室

１０月２０日（火)
18:00～20:00
３階会議室

(人）

参加施設・事業所名

看護師 相談員 介護職

1 愛光園 8 5 2 1

2 中芸広域連合地域包括支援センター 2 2

3 馬路診療所 2 2

4 馬路村デイサービスセンター鶴亀さん 1 1

5 （財）中芸介護公社　ケアプランナーてのひら 1 1

6 田野町デイサービスセンター桃山 1 1

7 デイサービスセンターたいよう 2 2

8 北川村デイサービスセンター「柚子の郷」 2 1 1

9 ヘルシーケアなはり　入所課 4 4

10 はまうづ医院 4 4

11 ケアプランナーハーネス 2 2

１１施設 29 23 2 1 2 1

社会
福祉士

ｹｱﾏﾈｰ
ｼﾞｬｰ
介護福
祉士

内　　　　訳

参
加
数



別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：Ｈ２０年度開始） 

事業名 訪問リハ基盤整備推進事業（在宅介護の充実・強化事業） 

補助事業者名 こうち訪問リハネットワーク 

総事業費（千円）  １０００千円（当初計画時） 交付決定額（千円） １０００千円 

事業費実績（円） ２００千円（ ９月 １日現在） 

事業目的 
訪問リハビリテーションの普及・啓発と、自立支援・介護予防が進む地

域ケア体制の整備の確立 

 

H20年度の成果 

 

１）訪問呼吸リハ研修会：呼吸障害のある患者さんへの聴診や打診など

のフィジカルアセスメント能力が高まり、呼吸器の状態が悪くなる

前に予見でき、早期対処が可能になった。 

２）訪問リハアンケート調査：ケアマネを通した療法士の訪問の実態の

一端が垣間見えた。調査結果を、地域や関係各所にフィードバック

し、より良いサービスの向上につなげる。一部意見は平成21年度

の事業組み立てにつなげる。 

３）ホームページ：県民や関係者へ、訪問リハサービスをより深く   

知っていただくためのツールが完成する。今後広報していく。 

H20年度残されてい

た課題 

１）訪問呼吸リハ研修会：平成20年の研修会に参加できなかった療法

士、看護師への対応及び参加者のフォローアップ、その他の研修も

含めた訪問療法士の質的向上のための体系化。 

２）アンケート調査：アンケート調査の地域へのフィードバックと平成

21年の活動内容への反映 

３）ホームページ：より訪問リハの普及啓発に繋がるような内容の更

新。より多くの県民への広報の手法を再検討へ。 

４）こうち訪問リハネットワークの社会基盤としての体制強化  

（訪問リハの質の向上を担保する専門機関としての機能強化） 

H21年度事業内容 

（当初計画） 

訪問リハ基盤整備推進事業 

① 研修・勉強会・・・・・・・・・・５６５，０００円 

② ホームページ等広報・・・・・・・３９２，０００円 

③ こうち訪問ﾘﾊﾈｯﾄﾜｰｸ体制強化・・・・４３，０００円 

H21年度事業結果の

概要 

※１ 

① 研修・勉強会：療法士のためのフィジカルアセスメント     

研修会開催（８月１６日） 

② ホームページ等広報：準備中 

③ こうち訪問ﾘﾊﾈｯﾄﾜｰｸ体制強化：検討中 

補助事業完結に向け

た今後の取り組み 

※２ 

① 研修・勉強会：住宅改修・福祉用具研修会開催へ、勉強会開催 

② ホームページ等広報：動画撮影・掲載、広報方法検討 

③ こうち訪問ﾘﾊﾈｯﾄﾜｰｸ体制強化：前向きに検討 

 

 



平成２１年度 高知県地域ケア体制整備構想フォローアップ検討会

こうち訪問リハネットワーク
事業中間報告

KOCHI VISITING REHABILITATION NETWORK

報告者 ： 代表 三谷健二 OT 領北中央病院



はじめに

• ２０１５年に向けては、団塊の世代の高齢化に伴い、要介護者の急
増が予測されています。しかし、現状の在宅ケアサービスにおいて、
要介護者の自立支援や介護予防を着実に実現し、重度化を予防す
るケアサービスの組み立ての普及が不十分な状況があります。

• 一つの課題として、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が要介
護者の生活の場でサービスを提供する訪問リハビリテーションの普護者の生活の場でサービスを提供する訪問リハビリテーションの普
及が不十分な点が上げられます。

• こうち訪問リハネットワークは、平成１９年１月に設立された有志の
勉強会ですが、このような地域の問題に対し、自分たちも県民の一
人として、国家資格を持つ専門職として地域貢献できないかという
志に基づき、平成２０年から地域ケア体制整備推進費補助金をい
ただき事業を進めてます。

• 今回は平成２１年度の中間報告をさせていただきます。



事業名
在宅介護の充実・強化事業

事業目的
訪問リハビリテーションの普及・啓発と、

自立支援・介護予防が進む
地域ケア体制の整備の確立



事業計画及び途中経過概要
訪問リハ基盤整備推進事業

① 研修会・勉強会

結果 →療法士のためのフィジカルアセスメント研修会（平成２１年８月１６日）

在宅系の療法士の専門性拡大に向けた新たな試みとして実施。

参加者は、ＰＴ２３名、ＯＴ５名

→訪問療法士のための福祉用具・住宅改修研修会準備中→訪問療法士のための福祉用具・住宅改修研修会準備中

② ホームページ等広報

結果 →ホームページ更新および新企画準備中
平成２０年度訪問リハ貢献度アンケート調査を掲載

訪問リハ動画掲載に向けて試撮影中

③ こうち訪問リハネットワーク体制強化

結果 →制度や全国レベルの活動をみながら検討中
こうち訪問リハネットワーク体制強化に向けて検討中



事業報告１
療法士のためのフィジカルアセスメント研修会

→療法士も患者さんの全身状態をきちんと観察する力を持つために企画

平成２１年８月１６日 高知女子大学看護学部 大川宣容先生



事業報告１
療法士のためのフィジカルアセスメント研修会

胸部聴診 腹部打診

・リスク管理につながる全身状態の観察能力が高まる。
・医療依存度の高い患者さんへの対応が出来るようになる。

効用



企画中の研修会
療法士のための住宅改修・福祉用具研修会

排泄動作の検討 入浴方法の検討

・生活再建における住宅改修・福祉用具の活用方法を知る
・展開のポイントやバリエーションを知る

効用



② ホームページ等広報

・ホームページ更新
平成２０年度訪問リハ貢献度アンケート調査を

掲載

・ホームページ新企画準備中
訪問リハ動画掲載に向けて試撮影中



③ こうち訪問リハネットワークの体制強化

・全国訪問リハビリテーション振興会設立（平成２１年７月）
平成２４年度の介護報酬改定に向けて、訪問リハステーション制度化に向けて
のアクションが展開されている。

都道府県レベルでの訪問リハのフォーマルな組織化必要都道府県レベルでの訪問リハのフォーマルな組織化必要

訪問看護ステーション連絡協議会のような組織

今後更なる検討へ



平成２１年度事業のこれから

① 研修会・勉強会

平成２１年度事業に関しては、途中経過のものが
残っているので引き続き実施して行きます。

① 研修会・勉強会

②ホームページ等広報事業

③こうち訪問リハネットワークの
体制強化



もっと、やるぜよ！もっと、やるぜよ！



別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告（継続分：Ｈ２０年度開始） 

事業名 施設―在宅を支援する看護師育成研修(レベル２)カリキュラム２ 

補助事業者名 社団法人 高知県看護協会 

総事業費(千円) ６００千円(当初計画時)   交付決定額(千円) ６００千円 

事業費実績(円)                 １３７千円（１０月２０日現在） 

事業目的 １．医療機関・施設から在宅への円滑な移行を支援できる看護師を育

成する 

２．在宅看護実践についてフォローアップ研修を行う 

Ｈ２０年度の成果 研修終了後のアンケート結果から、１９名の回答より（パワーポイン

ト資料） 

Ｈ２０年度残され

ていた課題 

１．効果効率的な研修プログラムの評価及び再検討 

２．退院調整に関する能力向上やネットワーク維持強化に向けた２０

年度研修修了生のフォローアップ研修 

Ｈ２１年度事業内

容(当初計画) 

研修計画（資料２参照） 

Ｈ２１年度事業結

果の概要 

１．プログラム編成にあたり＊訪問看護ＳＴ実習を２日間とし、内容

の充実を目指す（病院実習生の希望を含む）＊前年度に引き続き、

事例のケア検討、移行期における家族への支援（実践）等、即実

践に役立つ内容とした＊前年度修了生対象のフォローアップ研修 

２．新たな課題：２年間での未修了者へのフォローアップ 

補助事業完結に向

けた今後の取り組

み 

１．研修計画に沿った座学・演習 

２．効果ある実習の完結 

３．フォローアップ研修の充実 

４．前年度修了生の課題達成の程度を知る 

 



資料１

20年度研修終了時点で
　「在宅への支援において既に取り組んでいること」　「在宅への支援において既に取り組んでいること」　「在宅への支援において既に取り組んでいること」　「在宅への支援において既に取り組んでいること」

＊在宅に向けた視点で物事を考えるようになった
＊入院時スクリーニングシートを導入している
＊後期高齢者のスクリーニングを行い、その中で、早期よりＭＳＷに介入を働きかけることが
　　可能になった
＊退院スコアシートを利用した入院時からの在宅支援の働きかけを行った
＊サービス提供者、包括センター他からは、窓口が明確化され連絡しやすくなったと評価されるように
　　になった
＊ＭＳＷと協力して在宅へ向けての計画を立てたり、在宅に関してケアマネージャーと情報交換
　　ができ始めた
＊退院調整看護師として、主治医・病棟ナース・各支援センターとのっ連絡をとりながら、在宅・施設
　　への復帰の支援が徐々にできつつある状態
＊地域・院内での地域連携室の役割が少しずつ認知できてきたと思う
＊調整看護師として、出来つだけ早期に退院支援に関わり入院前の生活状況を把握し、スムーズに
　　退院へ移行できつよう取り組んだり、ケアマネージャーなどへこちらから連絡し関わるよう努力して
　　いる
＊医師とＭＳＷにの橋渡しを積極的に行うようにしている
＊早期介入患者には、今後の方針を各担当・ケースワーカーと検討し、方向づけを決めて、本人・
　家族と面接を行っている
＊施設の中だけでなく住民の意識も変えようとＭＳＷ等が動くことで、本人や家族が「やってもらえる」
　という意識が強くなってきているように思う

「在宅への支援において今後取り組んでいきたいこと」「在宅への支援において今後取り組んでいきたいこと」「在宅への支援において今後取り組んでいきたいこと」「在宅への支援において今後取り組んでいきたいこと」

＊入院時アセスメント
＊入院時に退院支援スクリーニングを入院患者全員に行い、ケースワーカーがアセスメントシートを
　　作成し、病棟管理委員会で介入患者の検討を行う
＊他職種との連絡を密にし、情報交換
＊訪問看護と調整連絡
＊高齢認知症夫婦を支える拡大カンファレンスを実施して支援策を考える。この時、はじめから「無理」
　という医師や、職員の意識改革
＊医師に働きかけ、治療・退院に向けての方向を確認する
＊外来でも、訪問看護が必要と思われる患者には、医師に働きかけケースワーカーと一緒に
　　本人家族と面接する

退院に関して
＊退院調整にも積極的に取り組んでいきたい
＊退院計画書の運用
＊退院する先で生活するために必要ななＡＤＬレベルを考えて計画を立てる
＊退院カンファレス

家族に関して
＊時間がなく早期に退院調整ができていない事が多いが、今後は早くより家族との連携やサービス
　のetcについて調整できるようにしていきたい
＊入院時より退院すればどこへ帰るかをいしきして患者・かぞくと関わっていきたい・・・２名
＊本人・家族の希望を聞いて理解しして、目標に含める
＊在宅に帰る患者に訪問看護を紹介する
＊退院前指導（ＰＥ，吸引、口腔ケア）について

同僚（病棟スタッフ）に対して
　フィードーバックーの方法（自らの役割）
＊まだまだ、病棟スタッフの意識は「退院をなかなかしないから退院指導」というものが多く生活支援
　には至っていないと思うのでこの点は自分の仕事と考えている
＊病棟ナースの在宅支援への意識・知識の向上
＊運用を見直し、早期から退院支援の必要性を病棟スタッフに伝えていく



＊包括地域ネットワーク研修会への参加
＊経済的なことを無視できないので、介護保険や、高齢者福祉計画も含めて知り考えていく
＊サービスが必要な患者には、提供の窓口になる
　
＊患者・家族・住民の意識にどうやってっ働きかけていくかが課題

システム化に関して
＊組織の中でのシステムづくり・・・・２名
＊職員の意識を上げ全体として考えを統一
＊地域連携室への看護師の配置
＊病棟からカンファレンスに参加できなかったり、退院調整ナース（自分）とＭＳＷ間の調整が遅れて
　カンファレンスが開けなかったりすることがあり、実際の業務と並行してシステム作りを進めたい

書式に関して
＊スクリーニングシートの作成や活用
＊パス的なものを作成し活用できるように
＊退院支援計画書
＊フローシート作成
＊在宅に向けた退院のサマリーの書式提案



平成21年度在宅ケア領域看護師研修 資料２

施設―在宅の移行を支援する看護師育成研修（レベル２）：カリキュラム２

　　　　　所　　属 　　職　名 　　　　氏　　名

開講式　在宅看護に関する保健医療
福祉政策の動向

3 課長 川内敦文

在宅療養者を支援する看護概論 3 講師 藤田晶子

在宅看護に関わる看護政策の動
向～訪問看護制度と法的枠組み

～
3 教授 　　　森下安子

退院調整・訪問看護が必要な対
象者の特性及びそれに基づいた

施設間の連携
3 所長 　　　安岡しずか

在宅移行期・継続期にある
家族のケア

3 教授 長戸和子

在宅ケアシステム 3
地域看護
CNS

和田昌子

施設―在宅の移行を支援する看
護師の役割と機能

3

施設ー在宅の移行期における療
養者と家族への支援（実践）

3

9月2日 水 ケアマネジメント総論・各論 6 教授 　　　森下安子

9月19日 土
退院調整の実際、病院・施設

内の組織化
6

老人看護
CNS

岡本充子

10月14日 水
在宅ケア領域看護師に求め
られる相談面接技術

6 非常勤講師 高橋紀子

老人看護
CNS 岡本充子

　　　　　　　　　　　　こうち看護協会訪問看護ST 所長 　　　森下幸子

地域と医療機関の連携について
（ケースカンファレンス）

3　　　　　　　　　　　　こうち看護協会訪問看護ST 所長 　　　森下幸子

フォローアップ研修
（平成２０年度修了者対象） 3

　　　　　まとめ・閉講式 3

施設ー在宅の移行を支援する看護師育成研修による予算で実施する科目。この科目は資料負担なし。
その他の科目は、相互研修による科目。この科目に関して、参加費は３,0００円とする。
１月３０日、２つの研修は、午前中個々の講義、午後合同でまとめ・閉講式とする。

こうち看護協会訪問看護
ST

所長

　森下安子

1月30日 土
高知女子大学看護学部 教授

高知女子大学看護学部

8月22日

水

曜 　科　　目
　　　　　　　　　　　講　　　　師

高知県医療薬務課

芸西村地域包括支援セン
ター

近森病院

　高知女子大学看護学部

森下幸子

訪問看護STあたご

8月5日

近森病院

平成20年１２月～
平成２１年１月

ST実習２日：同行訪問で在宅療養の実際を体験し、在宅への移行の支援に向けて医療機関看護師の役割を考え
る。

11月7日 土
在宅への移行期にある事例の

ケア検討
6

　月　日 時間数

土

高知大学医学部看護学科

高知女子大学看護学部

8月19日 水

8月12日 水

高知女子大学看護学部



施設ー在宅を支援する看護師育成研修

高知県看護協会

事業目的

１．医療機関・施設から在宅への円滑な移行を

支援できる看護師を育成する

２．在宅看護実践についてフォローアップ研修を

行なう



平成20年度の成果

受講終了後のアンケート結果から（Ｎ＝１９）

１）医療施設と在宅の移行を支援する看護師の役
割と機能について理解できた割と機能について理解できた

そう思うそう思うそう思うそう思う 8888

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

8888

あまりそう思あまりそう思あまりそう思あまりそう思
わないわないわないわない

3333

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



２）－１

在宅の移行期にある療養者と家族への支援につい
て理解できた

そう思うそう思うそう思うそう思う 7777

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

10101010

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

2222

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



２）－２

２）１の理解に基づき、自らの看護実践に活用でき
る

そう思うそう思うそう思うそう思う 5555

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

12121212

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

2222

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



３）－１

在宅の移行を支援する為に必要な院内チームと地
域連携ｼｽﾃﾑについて理解できた

そう思うそう思うそう思うそう思う 6666

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

12121212

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

1111

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



３）－２

自施設における退院調整に関わる院内チームと地
域連携ｼｽﾃﾑの課題を明らかにできる

そう思うそう思うそう思うそう思う 4444

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

14141414

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

1111

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



４）－１

医療施設における退院調整の実際（アセスメント、
支援計画作成、カンファレンス運営）について理
解できた

そう思うそう思うそう思うそう思う 6666

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

11111111

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

2222

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



４）－２

４）－１の理解のもとに、自らの看護実践に活用で
きる

そう思うそう思うそう思うそう思う 6666

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

9999

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

4444

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



５）－１

事例の検討を通して、医療施設からの在宅への移
行期における支援について理解できた

そう思うそう思うそう思うそう思う 5555

ほぼそうほぼそうほぼそうほぼそう
思う思う思う思う

12121212

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

2222

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000



５）－２

５）－１をもとに、医療施設から在宅への移行期に
おいて、自らの看護実践に活用できる

そう思うそう思うそう思うそう思う 5555

ほぼそうほぼそうほぼそうほぼそう
思う思う思う思う

12121212

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

2222

そう思わそう思わそう思わそう思わ
ないないないない

0000



６）－１

施設と訪問看護ＳＴ相互の看護の現状や課題を理
解し、入院患者が適切に在宅へ移行するための
連携方法について理解できた

そう思うそう思うそう思うそう思う 4444

ほぼそうほぼそうほぼそうほぼそう
思う思う思う思う

13131313

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

1111

そう思わそう思わそう思わそう思わ
ないないないない

1111



６）－２

６）－１をもとに、施設と訪問看護ＳＴ相互の看護の
現状や課題を理解し、適切に在宅へ移行するた
めの連携方法を工夫できる

そう思うそう思うそう思うそう思う 3333

ほぼそうほぼそうほぼそうほぼそう
思う思う思う思う

12121212

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

3333

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

0000

無回答無回答無回答無回答 1111



７）施設間や施設ー在宅のネットワークづくりができ
た

そう思うそう思うそう思うそう思う 2222そう思うそう思うそう思うそう思う 2222

ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思ほぼそう思
うううう

5555

あまりそうあまりそうあまりそうあまりそう
思わない思わない思わない思わない

8888

そう思わなそう思わなそう思わなそう思わな
いいいい

1111

無回答無回答無回答無回答 3333



今回の研修で参加した目的は達成できましたか

達成でき達成でき達成でき達成でき
たたたた

3333

ほぼ達成ほぼ達成ほぼ達成ほぼ達成
できたできたできたできた

14141414

あまり達あまり達あまり達あまり達
成できな成できな成できな成できな
かったかったかったかった

2222

達成でき達成でき達成でき達成でき
なかったなかったなかったなかった

0000



自由記載

１．他の業務に時間を要するので、現状では退院調
整をメインとしては働けない整をメインとしては働けない

２．訪問看護ＳＴ実習は2~3日あればよいと思う



アンケート結果より（続）

＊在宅の移行において既に取り組んでいること

＊今後取り組んでいきたいこと

を具体的に紹介下さい

（資料１・・・参照）



平成20年度残されていた課題

１．効果・効率的な研修プログラムの評価及び再検討

２．退院調整に関する能力向上やネットワーク維持

強化に向けた修了生のフォローアップ研修



平成21年度事業内容

当初計画

研修計画書（資料２）



平成21年度事業結果の概要

１． プログラム編成にあたり、

＊ 訪問看護ステーション実習を2日間とし内容の充実
を目指す（病院実習生の希望を含む）

＊前年度に引き続き、事例のケア検討、移行期におけ＊前年度に引き続き、事例のケア検討、移行期におけ
る家族への支援（実践）等、即実践に役立つ内容とし
た

＊前年度の修了生対象のフォローアップ研修

２．新たな課題：2年間での未修了者へのフォローアップ



補助事業完結に向けた今後の取り組み

１．研修計画に沿った座学・演習

２．効果ある実習の完結

３．２０年度修了者への充実したフォローアップ研修

実施

４．前年度修了生の課題達成の程度を知る



 

 

 

平成21年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：H20年度開始） 

事業名 訪問看護相談支援事業 

補助事業者名 社団法人高知県看護協会 こうち看護協会訪問看護ステーション 

総事業費(千円)  ４００千円(当初計画時) 交付決定額(千円)   ４００千円 

事業費実績(円)                  円（H  年  月  日現在） 

事業目的 高知県下の訪問看護ステーションの機能強化をはかる 

平成 20年度成果 1)電話相談支援：47件 

2)ブロック相談支援会： 

5ブロック、32ステーション、延べ 92名の参加を得て各ブロックや

訪問看護 STの問題共有や解決のための情報交換を実施した。 

2)個別相談支援：訪問看護勉強会の開催 

3)副効果として県下の訪問看護の現状および課題の把握ができた。 

 

平成 20年度残さ

れた課題 

1) ステーションの機能強化に向けた支援 

（開業サポート・ST規模拡大や運営への支援） 

2) 訪問看護利用への正しい広報 

3) 訪問看護 STやブロック間の連携強化 

4) 事業報告会：多職種連携と家族の視点を入れた訪問看護の質の向上 

平成 21年度事業

内容（当初計画） 

県内 43 か所の訪問看護ステーションに対して電話相談・個別訪問等に

より、運営・管理・訪問看護実践におけるコンサルテーション(相談支

援)を実施する。 

平成 21年度事業

結果の概要 

1) 平成 20年度相談支援事業のまとめ(現状分析) 

2) 1)を踏まえて総合相談支援窓口の強化・継続 

① 電話相談支援    16件（10月 31日現在）     

② ブロック相談支援  継続中 

3) 教育・連携への取り組み 

・在宅ケア領域看護師研修プログラムへの企画参加(提案) 

・高知県訪問看護ステーション連絡協議会における実務研修 

・高知県看護協会地域看護委員会における小児看護の連携研修 

 

補助事業完結に

向けた今後の取

り組み 

1) 訪問看護相談支援の対象者を訪問看護 ST だけでなく、他職種や利

用者や家族などに拡大していく。 
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平成平成平成平成平成平成平成平成2121年年年年年年年年1111月月月月月月月月88日日日日日日日日((日日日日日日日日))



事業の目的事業の目的事業の目的事業の目的事業の目的事業の目的事業の目的事業の目的

��高知県下の訪問看護ステーション高知県下の訪問看護ステーション高知県下の訪問看護ステーション高知県下の訪問看護ステーション高知県下の訪問看護ステーション高知県下の訪問看護ステーション高知県下の訪問看護ステーション高知県下の訪問看護ステーション
の機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかるの機能強化をはかる

��事業の実施期間事業の実施期間事業の実施期間事業の実施期間事業の実施期間事業の実施期間事業の実施期間事業の実施期間
平成平成平成平成平成平成平成平成2121年年年年年年年年44月月月月月月月月11日～平成日～平成日～平成日～平成日～平成日～平成日～平成日～平成2222年年年年年年年年33月月月月月月月月3131日日日日日日日日



事業の背景事業の背景事業の背景事業の背景事業の背景事業の背景事業の背景事業の背景

� 変化する社会的背景のなか、医療・介護ニーズを持
つ小児から高齢者、障害者、ターミナルなど在宅療
養を支える訪問看護への期待は大きい。養を支える訪問看護への期待は大きい。

� 医療法人開設が多く、一部を除きほとんどが小規模
で、利用者確保の困難・経営難・人材不足・理解不
足・連携の困難さなど課題を抱え、休廃止も多く、開
設数の伸び悩みがある。

H20年：45か所→H21年：43か所（減少）

� 今後増加が予測される訪問看護需要や潜在的な訪
問看護のニーズに対応できない。。。。



高知県の訪問看護ステーション分布

�高知市：20事業所

�安芸郡：３事業所

�中央東：５事業所

�中央西：３事業所・ ・・・・
・
・・・・ ・・・・・・

�中央西：３事業所

�高幡：３事業所

�幡多：９事業所

高知県内

４３ステーション

（H21年10月現在稼働）

・ ・

・

・・

・
・

・

・
・

・

・・



事業内容（当初計画）事業内容（当初計画）事業内容（当初計画）事業内容（当初計画）事業内容（当初計画）事業内容（当初計画）事業内容（当初計画）事業内容（当初計画）

�県下の訪問看護ステーションに対して運営・県下の訪問看護ステーションに対して運営・県下の訪問看護ステーションに対して運営・県下の訪問看護ステーションに対して運営・
管理・看護実践におけるコンサルテーション管理・看護実践におけるコンサルテーション管理・看護実践におけるコンサルテーション管理・看護実践におけるコンサルテーション
（相談支援）を実施する（相談支援）を実施する（相談支援）を実施する（相談支援）を実施する（相談支援）を実施する（相談支援）を実施する（相談支援）を実施する（相談支援）を実施する

�方法：電話による相談支援方法：電話による相談支援方法：電話による相談支援方法：電話による相談支援

希望希望希望希望STに対する個別相談支援に対する個別相談支援に対する個別相談支援に対する個別相談支援

各ブロック単位での相談支援各ブロック単位での相談支援各ブロック単位での相談支援各ブロック単位での相談支援



H20H20年度の事業結果年度の事業結果年度の事業結果年度の事業結果年度の事業結果年度の事業結果年度の事業結果年度の事業結果

��電話相談電話相談電話相談電話相談電話相談電話相談電話相談電話相談：平成：平成：平成：平成：平成：平成：平成：平成2020年度年度年度年度年度年度年度年度 4747件件件件件件件件

�� ブロックごとの相談支援会ブロックごとの相談支援会ブロックごとの相談支援会ブロックごとの相談支援会ブロックごとの相談支援会ブロックごとの相談支援会ブロックごとの相談支援会ブロックごとの相談支援会：：：：：：：： 66回回回回回回回回

55ブロックブロックブロックブロックブロックブロックブロックブロック 延べ延べ延べ延べ延べ延べ延べ延べ32ST32ST 参加者参加者参加者参加者参加者参加者参加者参加者9292名名名名名名名名55ブロックブロックブロックブロックブロックブロックブロックブロック 延べ延べ延べ延べ延べ延べ延べ延べ32ST32ST 参加者参加者参加者参加者参加者参加者参加者参加者9292名名名名名名名名

��個別相談支援個別相談支援個別相談支援個別相談支援個別相談支援個別相談支援個別相談支援個別相談支援：同一法人内：同一法人内：同一法人内：同一法人内：同一法人内：同一法人内：同一法人内：同一法人内 2ST2ST

訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、訪問看護勉強会と相談支援会を実施後、

その後は電話等によるフォローアップを行う。その後は電話等によるフォローアップを行う。その後は電話等によるフォローアップを行う。その後は電話等によるフォローアップを行う。その後は電話等によるフォローアップを行う。その後は電話等によるフォローアップを行う。その後は電話等によるフォローアップを行う。その後は電話等によるフォローアップを行う。

※※※※※※※※副効果として県下副効果として県下副効果として県下副効果として県下副効果として県下副効果として県下副効果として県下副効果として県下STSTの現状や課題が把握の現状や課題が把握の現状や課題が把握の現状や課題が把握の現状や課題が把握の現状や課題が把握の現状や課題が把握の現状や課題が把握



事業結果：電話相談（事業結果：電話相談（事業結果：電話相談（事業結果：電話相談（事業結果：電話相談（事業結果：電話相談（事業結果：電話相談（事業結果：電話相談（4747件）件）件）件）件）件）件）件）

�相談者相談者相談者相談者

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ST 25件件件件

病院・施設病院・施設病院・施設病院・施設 14件件件件

�相談内容相談内容相談内容相談内容

訪問看護開設支援訪問看護開設支援訪問看護開設支援訪問看護開設支援 1件件件件

訪問看護運営支援訪問看護運営支援訪問看護運営支援訪問看護運営支援 1件件件件病院・施設病院・施設病院・施設病院・施設 14件件件件

（（（（Dr・・・・Ns・・・・MSW））））

CM 6件件件件

その他その他その他その他 2件件件件

訪問看護運営支援訪問看護運営支援訪問看護運営支援訪問看護運営支援 1件件件件

訪問看護実践訪問看護実践訪問看護実践訪問看護実践 27件件件件

（（（（点滴・指示書・届け・記録・運営基準・小児訪問・点滴・指示書・届け・記録・運営基準・小児訪問・点滴・指示書・届け・記録・運営基準・小児訪問・点滴・指示書・届け・記録・運営基準・小児訪問・
加算・ターミナル・加算・ターミナル・加算・ターミナル・加算・ターミナル・ 教育・機能評価など）教育・機能評価など）教育・機能評価など）教育・機能評価など）

看護教育・研究看護教育・研究看護教育・研究看護教育・研究 3件件件件

連携連携連携連携 11件件件件

（（（（ST探し・訪問相談・退院支援）探し・訪問相談・退院支援）探し・訪問相談・退院支援）探し・訪問相談・退院支援）

その他その他その他その他 4件件件件



事業結果：相談支援会事業結果：相談支援会事業結果：相談支援会事業結果：相談支援会事業結果：相談支援会事業結果：相談支援会事業結果：相談支援会事業結果：相談支援会

�課題１ ST数の減少と地域偏在

�課題２ 小規模（常勤換算3.4人 平均利用者34.5

8割が医療法人開設人）で8割が医療法人開設

�課題３ 人的課題（慢性的なNs不足、定着不良）、
運営課題（ターミナルや高医療への力量不足・24時
間対応困難）、連携の課題、社会的な低認知、
広報不足などの多様な問題と経営課題を抱え
ている



H20H20年度残された課題年度残された課題年度残された課題年度残された課題年度残された課題年度残された課題年度残された課題年度残された課題

�� ステーションの機能強化に向けた支援ステーションの機能強化に向けた支援

開業サポートや規模拡大、質の確保、安定開業サポートや規模拡大、質の確保、安定
経営への支援経営への支援

��訪問看護利用に関する認知・理解は低く、誤訪問看護利用に関する認知・理解は低く、誤��訪問看護利用に関する認知・理解は低く、誤訪問看護利用に関する認知・理解は低く、誤
解もあり、正しい広報が必要解もあり、正しい広報が必要

��訪問看護訪問看護STSTやブロック間の連携強化やブロック間の連携強化

�� STST支援とともに支援とともに病院・施設・ご家族への相談病院・施設・ご家族への相談
窓口窓口、多職種連携につながる支援、多職種連携につながる支援



H21H21年度事業経過年度事業経過年度事業経過年度事業経過年度事業経過年度事業経過年度事業経過年度事業経過

H20年年年年4月：県下月：県下月：県下月：県下STへ協力依頼へ協力依頼へ協力依頼へ協力依頼

相談支援事業：電話・個別相談･相談支援事業：電話・個別相談･相談支援事業：電話・個別相談･相談支援事業：電話・個別相談･
ブロックごとの相談支援ブロックごとの相談支援ブロックごとの相談支援ブロックごとの相談支援ブロックごとの相談支援ブロックごとの相談支援ブロックごとの相談支援ブロックごとの相談支援

平成平成平成平成20年年年年9月月月月1日開始日開始日開始日開始

H21年年年年4月～電話・個別・ブロッ月～電話・個別・ブロッ月～電話・個別・ブロッ月～電話・個別・ブロッ
ク相談支援を継続、訪問看護開ク相談支援を継続、訪問看護開ク相談支援を継続、訪問看護開ク相談支援を継続、訪問看護開
始等の病院やご家族相談開始始等の病院やご家族相談開始始等の病院やご家族相談開始始等の病院やご家族相談開始



今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み

�訪問看護相談支援の対象者の拡大

利用者・ご家族 病院・施設 他職種

教育・連携への取り組み�教育・連携への取り組み

現状を踏まえた在宅ケア領域研修（基礎

専門・管理）プログラムへの参画

その他：実務研修や小児訪問看護研修等



別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：Ｈ２０年度開始） 

事業名 訪問看護ステーションネットワーク推進事業 

補助事業者名 高知県訪問看護ステーション連絡協議会 

総事業費（千円）  1000千円（当初計画時） 交付決定額（千円） 1000千円 

事業費実績（円） 550,000円（ 10月31日現在） 

事業目的 

各ブロック別の研修会や事例検討会を通じて課題に対する対応策を検

討し、質の向上を図り、訪問看護ステーション同士の連携を強化する事

で地域のニーズに対応出来るネットワークを構築していく 

訪問看護ステーションの情報を発信していく事で訪問看護の利用促進

を図る。 

 

H20年度の成果 

 

ブロックでの研修及び事例検討会を企画した事により、ブロック単位で

の課題を話し合う事で、それぞれ助言を得られる機会となった。特に事

例検討会では、事例検討の方法や実際の進め方を学ぶよい機会であっ

た。またブロックでの情報交換が訪問看護を実践する上での参考とな

り、各ステーション同士の特徴も理解でき、実施前よりも各ステーショ

ンの情報集約が容易になった。管理研修は、管理者としての基本的なス

キルを学ぶ機会を得ることができた。介護報酬改定の内容も事前に確認

する事ができた。 

H20年度残されてい

た課題 

２０年度の高知県でのブロック別研修を通じて、地域性で生ずる課題に

も違いがあるため、継続して今年度もブロックでの研修を通じて情報交

換を深めながらステーション間のネットワークを深めていき、ブロック

単位での課題に対しての対応策を検討していく。また、休廃止が続く訪

問看護ステーションの現状が把握しにくく、情報も滞りがちであるた

め、訪問看護ステーションの利用に関して地域や医療機関から、利用す

る際の情報が乏しく訪問看護ステーションを依頼するにも苦労してい

る現状にある。 

H21年度事業内容 

（当初計画） 

ブロック別研修会・事例検討会 

当事者家族を含めた交流会 

訪問看護ステーション連絡協議会ＨＰ作成 

 

H21年度事業結果の

概要 

※１ 

総会後に当事者家族を含めた交流研修会実施し、訪問看護ステーション

と脳卒中の当事者グループ・認知症家族の会、がん患者会の方々との意

見交換を実施 

H21.4月 訪問看護ステーション連絡協議会ＨＰ完成し、ＨＰ内に、高

知県訪問看護ステーションガイドブックがダウンロードできるように

し、医療機関等の訪問看護ステーション利用に際して情報を周知できる

ようになった。 

補助事業完結に向け

た今後の取り組み 

※２ 

各ブロック会を中心とした各ステーションの現状把握、連携強化と協力

体制の整備を図る。管理研修の実施 

 

 

 



平成２１年度
高知県地域ケア体制整備構想
フォローアップ会議 報告会

高知県訪問看護ステーション連絡協議会

会長 安岡 しずか



H20年度の成果

� ブロックでの研修及び事例検討会を企画した事によ
り、ブロック単位での課題を話し合う事で、それぞ
れ助言を得られる機会となった。

� 事例検討会では、事例検討の方法や実際の進め方を
学ぶよい機会であった。学ぶよい機会であった。

� ブロックでの情報交換が訪問看護を実践する上での
参考となり、各ステーション同士の特徴も理解でき、
実施前よりも各ステーションの情報集約が容易に
なった。

� 管理研修は、管理者としての基本的なスキルを学ぶ
機会を得ることができた。介護報酬改定の内容も事
前に確認する事ができた。



20年度から残された課題
� ２０年度の高知県でのブロック別研修を通じて、
地域性で生ずる課題にも違いがあるため、継続継続継続継続しししし
てててて今年度今年度今年度今年度もブロックでのもブロックでのもブロックでのもブロックでの研修研修研修研修をををを通通通通じてじてじてじて情報交換情報交換情報交換情報交換を
深めながらステーション間のネットワークを深め
ていき、ブロック単位での課題に対しての対応策ていき、ブロック単位での課題に対しての対応策
を検討していく。

� 休廃止が続く訪問看護ステーションの現状が把握
しにくく、情報も滞りがちであるため、訪問看護
ステーションの利用に関して地域地域地域地域やややや医療機関医療機関医療機関医療機関からからからから、、、、
利用利用利用利用するするするする際際際際のののの情報情報情報情報がががが乏乏乏乏しいためしいためしいためしいため訪問看護ステー
ションを依頼するにも苦労している現状にある。



平成２１年度

高知県地域ケア体制整備推進計画

�高知県訪問看護高知県訪問看護高知県訪問看護高知県訪問看護ネットワークネットワークネットワークネットワーク推進事業推進事業推進事業推進事業
<事業目的>

� 各ブロック別の研修会や事例検討会を通じて課題に
対する対応策を検討し、質の向上を図り、訪問看護対する対応策を検討し、質の向上を図り、訪問看護
ステーション同士の連携を強化する事で地域のニー
ズに対応出来るネットワークを構築していく

� 訪問看護ステーションの情報を発信していく事で訪
問看護の利用促進を図る



21年度の取り組み

�ブロック別研修会・事例検討会

�当事者家族当事者家族当事者家族当事者家族をををを含含含含めためためためた交流会交流会交流会交流会

�訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会ＨＰＨＰＨＰＨＰ作成作成作成作成�訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会ＨＰＨＰＨＰＨＰ作成作成作成作成



当事者家族当事者家族当事者家族当事者家族をををを含含含含めためためためた交流会交流会交流会交流会のののの実施実施実施実施

� 訪問看護ステーションの情報を発信し、訪問看護の
利用促進とお互いの理解を深めていくことを目的と
して

� 訪問看護ステーションと当事者・家族を含めた交流
研修会実施し、脳卒中の当事者グループ・認知症家
族の会、がん患者会の方々との意見交換を実施



訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会
ＨＰＨＰＨＰＨＰ作成作成作成作成

� 訪問看護ステーション連絡協議会ＨＰ完成

� ＨＰ内に、高知県訪問看護ステーションガイド
ブックがダウンロード可能ブックがダウンロード可能

� 医療機関等の訪問看護ステーション利用に際して
情報を周知できるようになった。



ＨＰよりガイドブックがダウンロード
できます

http://kochi-houkan.com/



後半の取り組み

� 引き続き、各ブロック別の研修会を実施継続し、
訪問看護ステーション同士の連携を強化する事で
地域のニーズに対応出来るネットワークを構築し
ていく

� 質向上のため管理研修実施予定







平成平成平成平成21年度高知県地域ケア体制年度高知県地域ケア体制年度高知県地域ケア体制年度高知県地域ケア体制
整備推進費補助金整備推進費補助金整備推進費補助金整備推進費補助金 事業報告事業報告事業報告事業報告整備推進費補助金整備推進費補助金整備推進費補助金整備推進費補助金 事業報告事業報告事業報告事業報告

高知県地域医療連ネットワーク会高知県地域医療連ネットワーク会高知県地域医療連ネットワーク会高知県地域医療連ネットワーク会



事業目的事業目的事業目的事業目的

切れ目のない医療サービスの提供切れ目のない医療サービスの提供切れ目のない医療サービスの提供切れ目のない医療サービスの提供切れ目のない医療サービスの提供切れ目のない医療サービスの提供切れ目のない医療サービスの提供切れ目のない医療サービスの提供
を目指した在宅医療にむけてのネッを目指した在宅医療にむけてのネッを目指した在宅医療にむけてのネッを目指した在宅医療にむけてのネッ
トワーク作りトワーク作りトワーク作りトワーク作り



平成２０年度の成績平成２０年度の成績平成２０年度の成績平成２０年度の成績

１. ネットワーク会開催（年５～６回）

２.他県の医療連携室との情報交換会（H２１．４）

関東中央病院地域医療連携室の講演会

訪問看護ステーションの講演会訪問看護ステーションの講演会

３.連携窓口一覧表作成

電話による聞き取り調査（H２０．４～H２０．８）

調査票配布による取りまとめ

（H２０．１０～H２１．４）



平成２０年度残されていた課題平成２０年度残されていた課題平成２０年度残されていた課題平成２０年度残されていた課題

１１１１.病病・病診・病福・訪問とのネット病病・病診・病福・訪問とのネット病病・病診・病福・訪問とのネット病病・病診・病福・訪問とのネット
ワークつくりワークつくりワークつくりワークつくりワークつくりワークつくりワークつくりワークつくり

２２２２.連携窓口一覧表作成連携窓口一覧表作成連携窓口一覧表作成連携窓口一覧表作成



平成平成平成平成21年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画

１.ネットワーク会開催

２.病診・病福の連携２.病診・病福の連携

３.連携窓口一覧表の完結



平成21年度事業結果の概要

１.現在１４施設４４名となり毎月第３火曜日
定例会開催

２.病診連携についての研修
高知県の在宅医療の現状について
ネクストホームクリニック 壺井康一先生 講演

３.連携窓口一覧表完結へむけて
７月印刷依頼
１２月配布予定



補助事業完結に向けた今後の補助事業完結に向けた今後の補助事業完結に向けた今後の補助事業完結に向けた今後の
取り組み取り組み取り組み取り組み

１．定例会の開催１．定例会の開催１．定例会の開催１．定例会の開催１．定例会の開催１．定例会の開催１．定例会の開催１．定例会の開催

２．ネットワーク会の拡大２．ネットワーク会の拡大２．ネットワーク会の拡大２．ネットワーク会の拡大

３．病福との連携３．病福との連携３．病福との連携３．病福との連携





平成２１年度高知県地域ケア体制整備構想
フォローアップ検討会

～地域ケアネットワーク創り事業～

高知県介護老人保健施設協議会
副会長 中本雅彦

平成２１年１１月８日



高知県介護老人保健施設協議会

• 高知県内介護老人保健施設数：３２施設
（全国介護老人保健施設協議会加入施設数３０施設） 四国他
県の老健施設数 香川：５０ 愛媛：６１ 徳島：５０

• 組織運営

★理事会組織：中央（９）・西部（１２）・東部（１１）ブロックよ
り理事各２名選出 計６名

★事務局は会長施設に設置

★平成２１年度の定例議題：地域ケア研修、県大会、職種別研修会、

IT推進事業、会則検討事業等

★協議会理事会が隔月にて年６回以上開催

★主たる活動：各種研修会の開催、県大会開催と等



事業目的

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設のののの地域地域地域地域ケアリーダーケアリーダーケアリーダーケアリーダー！！！！

• 平成２０年度からの経年事業

地域のニーズに応えられる介護人材の育成

ごごごご家族家族家族家族とととと地域地域地域地域とととと向向向向きききき合合合合ってのってのってのっての
新新新新たなたなたなたな気気気気づきづきづきづき→意識変化意識変化意識変化意識変化

地域地域地域地域でででで支支支支えあうケアのえあうケアのえあうケアのえあうケアの啓蒙活動啓蒙活動啓蒙活動啓蒙活動とととと体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

ごごごご利用者利用者利用者利用者・ご・ご・ご・ご家族家族家族家族・・・・地域住民地域住民地域住民地域住民・・・・関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等

老健施設老健施設老健施設老健施設ってってってって！！！！こんなにいろんこんなにいろんこんなにいろんこんなにいろん
なななな専門職専門職専門職専門職がががが！！！！こんなケアのこんなケアのこんなケアのこんなケアの方法方法方法方法

がががが！！！！こんなこんなこんなこんな制度制度制度制度がががが！！！！

ごごごご家族家族家族家族やややや地域住民地域住民地域住民地域住民のののの
新新新新たなたなたなたな気気気気づきがづきがづきがづきが築築築築きききき
にににに！！！！体制構築体制構築体制構築体制構築へへへへ

新新新新たなたなたなたな気気気気づきづきづきづき→意識変化意識変化意識変化意識変化



平成２０年度の活動経過１

• 現状と課題 「在宅復帰支援と在宅介護支援」
地域との連携の不十分さ、地域を知らない、地域サービ
スの利用方法を知らない⇒ご家族・ご利用者の不安に！

• 事業内容 ３回シリーズの研修会 午前座学・午後グループワーク
第１回：地域のリーダーの役割を考える
第２回：地域サービスの現状を知る第２回：地域サービスの現状を知る
第３回：地域でのチームケアのあり方を考える

• 実践：各施設でご家族・地域住民等を巻き込んで、在宅復帰・在宅介
護支援につながるための行動を起こす！はじめの一歩！



平成２０年度の活動経過２
• 研修事業内容（講演座学）午前プログラム
第１回 平成２０年１０月１２日 香南市夜須町マリンホール
講師：老健光風（長崎）施設長 武原 光志 氏（PT）
第２回 平成２０年１１月２３日 土佐市 土佐市民会館
講師：佐久総合病院 MSW 宮原 みゆき 氏
第３回 平成２０年１２月７日 高知市 ふくし交流プラザ
講師：リバーサイド御薬苑 副施設長 梅田 三智代 氏（NS）講師：リバーサイド御薬苑 副施設長 梅田 三智代 氏（NS）

• 講演内容（共通課題として）

老人保健施設の概要と所在地域の特性

老健施設での在宅支援実績（短期入所実績）

在宅復帰と在宅支援実績

地域連携における職員教育の実際と専門職としてのリーダー育成

地域連携の実際とそのシステム

家族会や家族を含めた催しもの・地域の研修会や行事の参加状況等



平成２０年度の活動経過３

• グループワーク（内容とテーマ）午後プログラム

講師を交えての質疑応答・フリートーク（１時間）

第１回：施設での取組み現状

第２回：施設でできること

第３回：施設で取り組みを行うこと（計画・立案）

（アドバイスカンファレンス）

別日程にて、短期入所の空床状況を各地域で管理す
る体制作りに向けてのグループワーク実施（地域
別）



平成２０年度の活動成果

★職員のモチベーションの高まり！

★ご家族・地域との新たな出逢いとラ
ポール形成の第一歩！

施設内ケアから、地域ケア・施設は地域にあるという認識が広が

り高まった。

研修会参加職員が自施設においてリーダー的役割を担い、施設全

体へフィードバック、施設としての活動・取り組みの検討、計画

立案がはじまった。その過程において、自らのケア・施設運営と

ご家族や地域との関係性を振り返り、改めて介護の仕事の理解・

認識・役割を見直し、日々行っているケアをご家族・地域へ伝え

ていくことつなげていくことの重要性に気づくことができた。



平成２０年度残された課題

• 定期的なサポートを行い、各施設の活動が計
画的・継続的に実践していける。

• 地域ブロック毎にアドバイスカンファレンス
を行い、ご家族や地域住民、関係機関との協
働活動へと発展させる。



平成２１年度事業内容１

• 県下３地域でのフォローアップ研修会

研修プログラム１０：００～１６：００

午前：講演午前：講演

午後：講師との質疑応答フリーディスカッション

アドバイスカンファレンス

各ブロックの取り組み状況報告（発表形式）

資料提示及び口頭

講師及び参加施設からのアドバイスと情報交換



平成２１年度事業内容２

• 第１回 平成２１年９月１３日 香南市 夜須町公民館
講師：老健公立みつぎ（広島） 所長 山本 明芳 氏 （SW）

• 第２回 平成２１年１１月８日 須崎市 須崎文化会館
講師： 施設長 平川 汀子 氏 （SW）講師：高齢者ケアセンターゆらぎ（埼玉） 施設長 平川 汀子 氏 （SW）

• 第３回 平成２１年１２月１３日 高知市 三里文化会館
講師：シルバーポートつかばら（長野県） 施設長 藤本 元 氏

（介護福祉士）



今後の取り組み

• まだ始まったばかりであるが、各ブロック施設の活
動を、いかに計画的に継続事業として定着させてい
くのか、サポートしていく。

• 地域に根ざした施設運営を目的に、地域住民・身近
な関係機関をいかに巻き込んでいけばいいのか？協な関係機関をいかに巻き込んでいけばいいのか？協
働活動へと発展できるのか？アドバイスカンファレ
ンスを行っていく。

• 年度末には高知県老健大会、または県内発表の機会
を探り、広く関係機関も含め老健協議会としての取
り組み報告・情報発信していく。



別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：Ｈ２０年度開始） 

事業名 認知症対策の推進事業 

補助事業者名 社会福祉法人日高村社会福祉協議会 

総事業費 

（千円） 
320千円（当初計画時） 交付決定額（千円） 320千円 

事業費実績

（円） 
65,700円（10月22日現在）

事業目的 
認知症のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、住民主体の支援体

制とサービスを開発する。 

 

H20年度の 

成果 

認知症サポーターやいきいき百歳体操リーダー、サブリーダーに対して講演会や養成 

研修を実施し、常に「自分だったらどうか」を問いかけてきたことで、認知症の理解と 

協力の意志が芽生え、気になる人、気がかりな様子を自分に置き換えて考えてくれるよ 

うになった。 

いきいき百歳体操リーダーと一緒に宅老所など先進地視察を実施することで、認知症 

者を含めたプチデイサービスの具体的な取り組みの準備段階まで進んだ。（「きんもくせ 

いの里」プレオープン） 

H20年度残さ

れていた課題 

地域での活動を広げるためには、認知症に対する理解をさらに深めることと同時に、

地域で実際に認知症の方の受け入れを実施あるいは検討しているサポーターに対して

は、より具体的、実践的な技術の習得が必要であり、安心して実践できるように支援す

ることも重要だと認識した。今後は、講演会や研修会を通じたサポーター養成の継続と

共に、現地での実践型研修を企画していくことが必要である。 

また、高齢者の実態把握を地域包括支援センターと連携して行う必要があるが、具体

的な把握までは至っていない。 

H21年度事業

内容 

（当初計画） 

１．ひとづくり 

認知症を正しく理解し、相互の支え合いを意識できる人材育成のため、認知症サポ

ーターを養成する。 

２．交流の場づくり 

（１）いきいき百歳体操に認知症予防メニューを導入する。 

（２）いきいき百歳体操に軽度認知症者を受け入れる。 

３．居場所づくり 

認知症者の居場所づくりとしてプチデイサービスを開設する。 

４．早期対応の仕組みづくり 

（１）いきいき百歳体操などあらゆる機会を通じて、認知症に関する困りごとなどの

声を拾い、社協、地域包括支援センターへつなげる仕組みを作る。 

（２）認知症者の状況を知るために高齢者の実態調査を役場(地域包括支援センター） 

と連携して行うことで地域福祉の拡大と拡充につなげる。 

H21年度事業 

結果の概要 

※１ 

１．ひとづくり 

〇認知症サポーター養成講座：講演、ワークショップにより地域における認知症支援

の人材育成と安心・安全の地域づくりを図る。 

実施日 場 所 参加人員 対象者 備  考 

7月22日 
日高村福祉 

センター 
60 

福祉委員 

緊急通報装置協力員 

民生児童委員 

講演会・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

講師：(社)認知症の人 

と家族の会 

    代表 佐藤政子 



２．交流の場づくり 

〇認知症予防のレクリエーション全体研修：小地域で行ういきいき百歳体操に軽度認

知症者が楽しく参加できるメニューを導入し、内容を充実する。 

（１）全体研修 

実施日 場 所 参加人員 対象者 備  考 

7月17日 
日高村福祉 

センター 
22 

いきいき百歳体操 

リーダー(ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ） 

福祉委員 

民生児童委員 

演習：音楽レク 

講師：団塊ﾊﾞﾝﾄﾞｻｲｺ 

音楽療法士 

     山﨑静香 

（２）地区研修 

実施日 場 所 参加人員 対象者 備  考 

7月28日 

日高村産業 

郷土資料館 ８ 

いきいき百歳体操 

リーダー(ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ） 

近隣住民 

演習：音楽レク 

講師：音楽療法士 

     山﨑静香 

10月13日 八坂集会所 14 

いきいき百歳体操 

リーダー(ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ） 

近隣住民 

演習：音楽レク 

講師：音楽療法士 

山﨑静香 

    成果：レクリエーション研修を受講したメンバーで、予防のためのメニューや

音楽レクリエーションを取り入れ始めている地区もある。（３１カ所中） 

       ・いきいき百歳体操に認知症対応メニューを導入した地区 ２カ所 

       ・いきいき百歳体操に軽度認知症者を受け入れている地区 ５カ所 

３．居場所づくり 

（１）認知症プチデイ「きんもくせいの里」開設 

開 設 日：平成21年4月11日（土） 

開催日時：火・土 8：30～12：00 

運  営：ボランティア 

サービス：食事提供（モーニングセット・コーヒー） 

交流（音楽レクリエーション） 

参 加 者：認知症のある方だけでなく、元気な高齢者、親子連れ等、１回当た

り３０名程度の利用者がある。 

課  題：熱意のあるボランティア3人が頑張って運営しているが、地域に根

付き継続していくためには、ボランティアのひろがりが重要課題。 

（２）施設見学（プチデイ開所・運営のための先進地視察） 

実施日 場 所 参加人員 対象者 備  考 

10月21日 
愛媛県 

西条市 
７ 

・｢きんもくせいの里｣

運営ボランティア 

・沖名地区いきいき百

歳体操リーダー 

・デイサービスセンター 

「池さん」 

・宅老所「大頭の池さん」 

代表 池内大輔 

課題：新規の認知症プチデイ開設が目的の一つではあるが、ゆっくり時間をか

けて取り組むことが重要。 

４．早期対応の仕組みづくり 

（１）認知症に関する困り事を社協へ連絡してもらい地域包括支援センター等の関係

機関へつなぐことは、個別に実践してきているが、対応後の結果の返し方も含

めて、仕組みとしては検討できていない。 

（２）高齢者の実態把握は、行政で実施済み。今後分析に協力していく。 



補助事業完結

に向けた今後

の取り組み 

※２ 

１．認知症サポーター養成講座開催（講師：精神科医、介護福祉士）      ２回 

２．認知症予防のレクリエーション全体研修会開催(内容：音楽レクリエーション)２回 

３．認知症予防のレクリエーション地区研修会開催(内容：音楽レクリエーション)３回 

４．施設見学（有限会社 宅老所あんき）愛媛県松山市 

５．認知症プチデイサービス開設準備 

６．早期対応の仕組みづくりに向けた地域包括支援センターとの連携 

 



認知症対策の推進事業

ずっとずっとずっとずっと日高日高日高日高でででで暮暮暮暮らすらすらすらす。。。。

社会福祉法人 日高村社会福祉協議会

事務局長谷脇 恵美子

ずっとずっとずっとずっと日高日高日高日高でででで暮暮暮暮らすらすらすらす。。。。



たとえたとえたとえたとえ
認知症認知症認知症認知症というというというという



事業内容事業内容事業内容事業内容

ひとづくりひとづくりひとづくりひとづくり

交流の場づくり交流の場づくり交流の場づくり交流の場づくり

地域の相互の支え合いの大切さを意識してもらうため、認知症
サポーターづくりを進めています。

認知症であっても
地域の一員として尊厳を持って暮らせるために

居場所づくり居場所づくり居場所づくり居場所づくり

交流の場づくり交流の場づくり交流の場づくり交流の場づくり

いきいき百歳体操などに軽度の認知症のある人が参加し活動
できるよう、認知症予防メニューの導入を進めています。

認知症のある人の日中の居場所づくりとしてプチデイサービスの
開設を目指します。
そこでは認知症のある人のみならず誰もが気軽に息抜きや認知
症についての相談、情報共有などができる場づくりも目指します。



ひとづくりひとづくりひとづくりひとづくり

サポーター養成講座サポーター養成講座サポーター養成講座サポーター養成講座 ２０
年度は

高知鏡川病院高知鏡川病院高知鏡川病院高知鏡川病院 幡手幡手幡手幡手 院長先生院長先生院長先生院長先生 「あなた「あなた「あなた「あなた
の近所でちょっと気になるあの人・・・どう接すの近所でちょっと気になるあの人・・・どう接すの近所でちょっと気になるあの人・・・どう接すの近所でちょっと気になるあの人・・・どう接す
る？」る？」る？」る？」 ほかほかほかほか 計３回の講座を開催し、計３回の講座を開催し、計３回の講座を開催し、計３回の講座を開催し、

延べ１２２人が延べ１２２人が延べ１２２人が延べ１２２人が
受講しました。受講しました。受講しました。受講しました。受講しました。受講しました。受講しました。受講しました。

その成果としてその成果としてその成果としてその成果として
・・・・ いきいき百歳体操リーダーの、認知症の人への対応が変わってきました。いきいき百歳体操リーダーの、認知症の人への対応が変わってきました。いきいき百歳体操リーダーの、認知症の人への対応が変わってきました。いきいき百歳体操リーダーの、認知症の人への対応が変わってきました。
→「うんうん、と聞いちゃらんといかん」「うんうん、と聞いちゃらんといかん」「うんうん、と聞いちゃらんといかん」「うんうん、と聞いちゃらんといかん」

・・・・ 認知症のことをよく知らない人がいたら、教えることもできるようになりました。認知症のことをよく知らない人がいたら、教えることもできるようになりました。認知症のことをよく知らない人がいたら、教えることもできるようになりました。認知症のことをよく知らない人がいたら、教えることもできるようになりました。



ひとづくりひとづくりひとづくりひとづくり

第１回目 「認知症になっても幸せに生きる
ために地域でできる支援は？」

目的：認知症家族介護の現状を知り、地域ぐるみで支援する仕組みを考える
講師：（社）認知症の人と家族の会高知県支部 代表 佐藤政子さん

サポーター養成講座サポーター養成講座サポーター養成講座サポーター養成講座 ２１
年度は

講師：（社）認知症の人と家族の会高知県支部 代表 佐藤政子さん

小地域で勉強会小地域で勉強会小地域で勉強会小地域で勉強会
をしたらどう？をしたらどう？をしたらどう？をしたらどう？

もっと、知ってもっと、知ってもっと、知ってもっと、知って
もらいたいねもらいたいねもらいたいねもらいたいね

気軽に相談できる気軽に相談できる気軽に相談できる気軽に相談できる
窓口も知りたいよね窓口も知りたいよね窓口も知りたいよね窓口も知りたいよね



交流交流交流交流のののの場場場場づくりづくりづくりづくり

認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会

毎週１回

認知症のある人とのコミュニケーションのコツや認知症のある人とのコミュニケーションのコツや認知症のある人とのコミュニケーションのコツや認知症のある人とのコミュニケーションのコツや

生活支援のテクニックをレクリエーションを通じて獲得する研修会を生活支援のテクニックをレクリエーションを通じて獲得する研修会を生活支援のテクニックをレクリエーションを通じて獲得する研修会を生活支援のテクニックをレクリエーションを通じて獲得する研修会を
３回、開催しました。３回、開催しました。３回、開催しました。３回、開催しました。

２０
年度は

＋ ＝百歳体操
リーダー

認知症
レク

毎週１回
３０箇所で
認知症の人も
交流できる

課題として課題として課題として課題として
・・・・ 「実際の地域（いきいき百歳体操の現場）で、参加者と一緒に受けられる「実際の地域（いきいき百歳体操の現場）で、参加者と一緒に受けられる「実際の地域（いきいき百歳体操の現場）で、参加者と一緒に受けられる「実際の地域（いきいき百歳体操の現場）で、参加者と一緒に受けられる
研修（デモンストレーション）があると、もっと安心して認知症の方の受け入れ研修（デモンストレーション）があると、もっと安心して認知症の方の受け入れ研修（デモンストレーション）があると、もっと安心して認知症の方の受け入れ研修（デモンストレーション）があると、もっと安心して認知症の方の受け入れ
ができるのに・・・」という声があがりました。ができるのに・・・」という声があがりました。ができるのに・・・」という声があがりました。ができるのに・・・」という声があがりました。



交流交流交流交流のののの場場場場づくりづくりづくりづくり

認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会①①①①

【全体研修 １回】

目的：音楽レクリエーションを

２１
年度は

こりゃ楽しい！こりゃ楽しい！こりゃ楽しい！こりゃ楽しい！

目的：音楽レクリエーションを
通じて、認知症のある人
がいきいき百歳体操に
楽しく参加できる

内容：音楽レクリエーション

講師：団塊バンド サイコ

JMTA認定音楽療法士・
リトミック研究センター
認定講師 山崎静香さん地域でも、やっ地域でも、やっ地域でも、やっ地域でも、やっ

てみようかてみようかてみようかてみようか



交流交流交流交流のののの場場場場づくりづくりづくりづくり

認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会認知症予防レクリエーション研修会②②②②

クリスマスまでクリスマスまでクリスマスまでクリスマスまで
の宿題やね～の宿題やね～の宿題やね～の宿題やね～

【地区研修 ２地区実施】

目的：音楽レクリエーション
を通じて、認知症のあ

その成果としてその成果としてその成果としてその成果として
・いきいき百歳体操で、認知症のメニューを導入した地区が２カ所（全・いきいき百歳体操で、認知症のメニューを導入した地区が２カ所（全・いきいき百歳体操で、認知症のメニューを導入した地区が２カ所（全・いきいき百歳体操で、認知症のメニューを導入した地区が２カ所（全30か所中）か所中）か所中）か所中）
・いきいき百歳体操で、認知症の方を受け入れるようになった地区が５カ所・いきいき百歳体操で、認知症の方を受け入れるようになった地区が５カ所・いきいき百歳体操で、認知症の方を受け入れるようになった地区が５カ所・いきいき百歳体操で、認知症の方を受け入れるようになった地区が５カ所

る人がいきいき百歳体
操に楽しく参加できる

内容：音楽レクリエーション

講師：JMTA認定音楽療法士
リトミック研究センター
認定講師 山崎静香さん



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり

プチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指して
２０
年度は

モーニングセット
も考案して

準備ＯＫ！



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり

きんもくせいの里
オープン！

プチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指して
２１
年度は

堂々堂々堂々堂々

オープン！
開開開開 設設設設 日日日日 ：：：： 平成２１年４月１１日平成２１年４月１１日平成２１年４月１１日平成２１年４月１１日

開催日時開催日時開催日時開催日時 ：：：： 火・土曜日火・土曜日火・土曜日火・土曜日8:30～～～～12:00

運運運運 営営営営 ：：：： ボランティアボランティアボランティアボランティア

サービスサービスサービスサービス ：食事提供（ﾓｰﾆﾝｸﾞ、ｺｰﾋｰ）：食事提供（ﾓｰﾆﾝｸﾞ、ｺｰﾋｰ）：食事提供（ﾓｰﾆﾝｸﾞ、ｺｰﾋｰ）：食事提供（ﾓｰﾆﾝｸﾞ、ｺｰﾋｰ）

交流（音楽ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ交流（音楽ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ交流（音楽ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ交流（音楽ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなどなどなどなど））））

りっちゃんりっちゃんりっちゃんりっちゃん
食堂食堂食堂食堂



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり

のりちゃんのりちゃんのりちゃんのりちゃん
で～す！！で～す！！で～す！！で～す！！

りっちゃんりっちゃんりっちゃんりっちゃん
で～す！で～す！で～す！で～す！

やまちゃんやまちゃんやまちゃんやまちゃん
で～す！！！で～す！！！で～す！！！で～す！！！

プチデイ・ボランティアの３人娘プチデイ・ボランティアの３人娘プチデイ・ボランティアの３人娘プチデイ・ボランティアの３人娘ですですですです



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり

パンが足りんな

こんなに喜んで
もらえて、やって
よかった～

ほかでもやれん
ろうかねぇ～

やれたらえいね

どこがえいろう？

そら良いことや
けど、あの３人
やきできるがよ。

私らぁには

みんな楽しみに
待っててくれゆう

パンが足りんな
るばあ、大盛況
やったね！！

Ｓ地区は独居高
齢者がおるけど
体操にはでてこ
んらしいで・・・

よっし、リーダー
に話してみようか

私らぁには

無理、無理！

う～ん、何か仕掛う～ん、何か仕掛う～ん、何か仕掛う～ん、何か仕掛
けがいるかも。けがいるかも。けがいるかも。けがいるかも。

押し付けたらいか押し付けたらいか押し付けたらいか押し付けたらいか
んし・・・んし・・・んし・・・んし・・・



居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり

プチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指してプチデイサービスの開設を目指して

そして第２のそして第２のそして第２のそして第２の

最初は不安でした最初は不安でした最初は不安でした最初は不安でした
何か、やれそう何か、やれそう何か、やれそう何か、やれそう

デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター
池さん（西条市）池さん（西条市）池さん（西条市）池さん（西条市）「きんもくせいの里」のボランティアと、Ｓ地区「きんもくせいの里」のボランティアと、Ｓ地区「きんもくせいの里」のボランティアと、Ｓ地区「きんもくせいの里」のボランティアと、Ｓ地区

リーダーが一緒に施設見学に行ってきました。リーダーが一緒に施設見学に行ってきました。リーダーが一緒に施設見学に行ってきました。リーダーが一緒に施設見学に行ってきました。

最初は不安でした最初は不安でした最初は不安でした最初は不安でした
私らにはちょっと私らにはちょっと私らにはちょっと私らにはちょっと
荷が重いなあ荷が重いなあ荷が重いなあ荷が重いなあ

手伝うき、手伝うき、手伝うき、手伝うき、
やってみいややってみいややってみいややってみいや

な気がしてきたな気がしてきたな気がしてきたな気がしてきた

そうそう、わたしらもそうそう、わたしらもそうそう、わたしらもそうそう、わたしらも
不安やったし、すっと不安やったし、すっと不安やったし、すっと不安やったし、すっと
はできんかったょはできんかったょはできんかったょはできんかったょ



まとめまとめまとめまとめ

ひとづくりひとづくりひとづくりひとづくり

居場所づくり居場所づくり居場所づくり居場所づくり

交流の場づくり交流の場づくり交流の場づくり交流の場づくり

●認知症サポーターが６１人＋さらに養成中
●いきいき百歳体操で認知症メニューの導入
が０→２か所に、認知症の方の受け入れが
３→５か所に増加した
●プチデイサービス「きんもくせいの里」が
オープンした
●そして第２・第３のプチデイサービス開所居場所づくり居場所づくり居場所づくり居場所づくり

認知症のある人の把握認知症のある人の把握認知症のある人の把握認知症のある人の把握

困りごとなどの声をつなげる仕組み困りごとなどの声をつなげる仕組み困りごとなどの声をつなげる仕組み困りごとなどの声をつなげる仕組み

●そして第２・第３のプチデイサービス開所
を目指して･･･

平成２１年度後半も地域のペースを大事に
して着実に認知症対策を進めていきたい



これが私たちの認知症対策の事業ですこれが私たちの認知症対策の事業ですこれが私たちの認知症対策の事業ですこれが私たちの認知症対策の事業です

ずっとずっとずっとずっと日高日高日高日高でででで暮暮暮暮らすらすらすらす。。。。

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました



別 紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：Ｈ２０年度開始） 

 

事業名  あったか在宅復帰支援事業 

補助事業者名  （社）幡多医師会 

総事業費（千円）  ６３０千円（当初計画時） 交付決定額（千円） ６３０千円  

事業費実績（円） ０円（ 10月23日現在） 

事業目的 高齢者が地域において安心して暮らし続けるための基盤整備 

 

H20年度の成果 

 

医療、福祉・介護、住民、行政の代表者による地域医療の連携を考える会議

を立ち上げた。 

H20年度残されてい

た課題 

・住民への啓発活動 

・多職種による退院時ケアカンファレンスの実施 

H21年度事業内容 

（当初計画） 

土佐清水市における地域医療を考える会議の開催 

・多職種による退院時ケアカンファレンスの実施に向けた検討 

・病院と診療所、介護保険事業所との連携 

住民講演会の開催 

H21年度事業結果の

概要 

※１ 

8月19日：土佐清水市地域包括支援センターと市内の介護支援専門員、幡

多ソーシャルワーカー協議会との意見交換会 

9月25日：土佐清水市における地域医療を考える会議 

 渭南病院の取り組み 

・多職種によるチームで介護療養病床に入院している患者の退院支援を

行い、4人が在宅（自宅）復帰することができた。 

 

補助事業完結に向け

た今後の取り組み 

①� 医療と介護の連携を図るため、在宅版連携パスについて検討 

・12月5日：医療と介護の連携に関する研修会 

② 住民講演会の開催 

 

 

 



医療法人聖真会医療法人聖真会医療法人聖真会医療法人聖真会渭南病院渭南病院渭南病院渭南病院

介護介護介護介護病棟病棟病棟病棟 師長師長師長師長 濵﨑濵﨑濵﨑濵﨑みかみかみかみか



【【【【地域地域地域地域のののの特性特性特性特性とととと病院紹介病院紹介病院紹介病院紹介】】】】

・・・・人口人口人口人口：：：：１１１１万万万万７０００７０００７０００７０００人弱人弱人弱人弱 病院病院病院病院：：：：１０５１０５１０５１０５床床床床 透析透析透析透析１２１２１２１２床床床床 所在地所在地所在地所在地：：：：土佐清水市土佐清水市土佐清水市土佐清水市

・・・・高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率：：：：３７３７３７３７．．．．７７７７％％％％ 稼働率稼働率稼働率稼働率９５９５９５９５．．．．４４４４％％％％

【【【【病院病院病院病院のののの沿革沿革沿革沿革】】】】

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月 救急告示病院認定救急告示病院認定救急告示病院認定救急告示病院認定

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月 システムシステムシステムシステム上上上上でのインシデントでのインシデントでのインシデントでのインシデント報報報報告告告告スタートスタートスタートスタート

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月 DPC対象病院対象病院対象病院対象病院

どこでもできるどこでもできるどこでもできるどこでもできる医療医療医療医療
ここだからできるここだからできるここだからできるここだからできる医療医療医療医療

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月 DPC対象病院対象病院対象病院対象病院

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月 介護病棟在宅復帰介護病棟在宅復帰介護病棟在宅復帰介護病棟在宅復帰１１１１例目例目例目例目

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月 １１１１．．．．５５５５テスラテスラテスラテスラMRI導入導入導入導入

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年７７７７月月月月 病棟電子病棟電子病棟電子病棟電子カルテカルテカルテカルテ導入導入導入導入

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年５５５５月月月月 DPC調査協力病院調査協力病院調査協力病院調査協力病院

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年 PEGからミキサーからミキサーからミキサーからミキサー食注入開始食注入開始食注入開始食注入開始

昭和昭和昭和昭和４１４１４１４１年年年年 渭南病院渭南病院渭南病院渭南病院とととと名称名称名称名称をををを変更変更変更変更

大正大正大正大正１２１２１２１２年年年年 医院医院医院医院としてとしてとしてとして開業開業開業開業

医療法人 聖真会 渭南病院



【【渭南病院における入院から退院までの流れ渭南病院における入院から退院までの流れ】】

入入入入 院院院院

一般病棟一般病棟一般病棟一般病棟
３０３０３０３０床床床床

施設入所施設入所施設入所施設入所
介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設

転転転転 院院院院
在宅在宅在宅在宅（（（（介護保険介護保険介護保険介護保険でででで利用可利用可利用可利用可））））ヘルヘルヘルヘル
パーパーパーパー、、、、デイケアデイケアデイケアデイケア、、、、訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護
ショートステイショートステイショートステイショートステイ、、、、小規模多機能小規模多機能小規模多機能小規模多機能

医療病棟医療病棟医療病棟医療病棟
40404040床床床床

介護病棟介護病棟介護病棟介護病棟
３５３５３５３５床床床床（（（（うちうちうちうち５５５５床床床床ショートステイショートステイショートステイショートステイ））））

要介護要介護要介護要介護４４４４・・・・５５５５：：：：80.5%80.5%80.5%80.5%以上以上以上以上

退院退院退院退院

医療法人 聖真会 渭南病院



１．介護病棟の特徴
介護病棟は生活の場でもある。
看取りの場でもある。
ショートステイの受け入れがある。

２．介護病棟の患者像
① 病状が安定している。

介護病棟から、“在宅”へ？介護病棟から、“在宅”へ？

① 病状が安定している。
② 加齢に伴う老衰→やがて迎える死がある。

看護師の思い

医療法人 聖真会 渭南病院

本人本人本人本人、、、、家族家族家族家族がががが残残残残されたされたされたされた余命余命余命余命をををを「「「「よかったよかったよかったよかった」」」」とととと満足感満足感満足感満足感がががが
持持持持てててて、、、、家族家族家族家族とととと共共共共にににに最期最期最期最期がががが迎迎迎迎えられるようにしていきたいえられるようにしていきたいえられるようにしていきたいえられるようにしていきたい。。。。



患者さんの思いは？患者さんの思いは？

・・・・皆皆皆皆、、、、最期最期最期最期はははは““““自分自分自分自分のののの家家家家にににに帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい””””というというというという思思思思いいいい
があるのではがあるのではがあるのではがあるのでは？？？？

・・・・家家家家にににに帰帰帰帰れるれるれるれる環境環境環境環境であればであればであればであれば 帰帰帰帰ろうろうろうろう！！！！

家に帰ってみた
いなあ・・

医療法人 聖真会 渭南病院



介護病棟から在宅へ介護病棟から在宅へ
＊最初の事例は、平成２１年6月。

＊その後の事例数：ご自宅へ（ ４ 人）

施設へ （ ２ 人）

＊介護病棟入所時のオリエンテーションでご家族に伝
える思いと確認事項える思いと確認事項

１）身体機能の変化に伴うご家族の思いを引き出す。

以前の状態に戻れないことに対し共感し、ご家族

が認め、受け入れられるよう支える。

２）当院の介護病棟廃止に向けてご家族の思い、方向

性を確認する。

医療法人 聖真会 渭南病院

施設か？施設か？ 在宅か？在宅か？



在宅への移行を困難にする要因在宅への移行を困難にする要因
長期間療養を必要とする状態になった時

１）介護する家族の身体的・精神的・経済的負担増

が考えられる。

２）骨折、脳血管障害等による身体機能に障害を残２）骨折、脳血管障害等による身体機能に障害を残

す場合

・・・麻痺、運動機能の喪失。

一瞬にして、本人、家族の生活に変化を生じる。

３）加齢や廃用性症候群等により、要介護状態と

なった場合。

医療法人 聖真会 渭南病院



ご家族との調整ご家族との調整
ごごごご家族家族家族家族のののの思思思思いいいい

「「「「以前以前以前以前のようなのようなのようなのような状態状態状態状態になるまではになるまではになるまではになるまでは、、、、連連連連
れてれてれてれて帰帰帰帰れませんれませんれませんれません」」」」

医療側医療側医療側医療側からのからのからのからの働働働働きかけきかけきかけきかけ

医療法人 聖真会 渭南病院

「「「「皆皆皆皆さんそうさんそうさんそうさんそう思思思思っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの先先先先
１０１０１０１０年年年年、、、、２０２０２０２０年年年年おおおお元気元気元気元気で･･･ということはありませで･･･ということはありませで･･･ということはありませで･･･ということはありませ
んんんん。。。。本人本人本人本人（（（（患者患者患者患者））））さんのさんのさんのさんの１１１１日日日日はははは私私私私たちのたちのたちのたちの１１１１週間週間週間週間
１１１１ヶヶヶヶ月月月月にもにもにもにも匹敵匹敵匹敵匹敵するのでするのでするのでするので短短短短いいいい時間時間時間時間でもいいのででもいいのででもいいのででもいいので帰帰帰帰
りましょうりましょうりましょうりましょう！！！！ 」」」」



在宅介護の問題点：在宅介護の問題点：在宅介護の問題点：在宅介護の問題点：在宅介護の問題点：在宅介護の問題点：在宅介護の問題点：在宅介護の問題点： 主たる介護者への負担主たる介護者への負担主たる介護者への負担主たる介護者への負担主たる介護者への負担主たる介護者への負担主たる介護者への負担主たる介護者への負担

住環境住環境住環境住環境
ベッドベッドベッドベッド，，，， トイレトイレトイレトイレ，，，， 車車車車いすいすいすいす，，，， 杖杖杖杖，，，， シルシルシルシル
バーカーバーカーバーカーバーカー,,,, 廊下廊下廊下廊下，，，， 浴室浴室浴室浴室，，，， 住居住居住居住居のののの立地環境立地環境立地環境立地環境，，，，
交通手段交通手段交通手段交通手段

介護力介護力介護力介護力
食事食事食事食事，，，， 排泄排泄排泄排泄，，，， 移動移動移動移動，，，，清潔清潔清潔清潔 ，，，， ２４２４２４２４時間継続時間継続時間継続時間継続
のののの介護介護介護介護 ,   ,   ,   ,   介護者介護者介護者介護者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化，，，， 独居独居独居独居

経済力経済力経済力経済力
介護者介護者介護者介護者がががが常時介護常時介護常時介護常時介護にあたるためにあたるためにあたるためにあたるため、、、、収入減収入減収入減収入減となとなとなとな
るるるる
年金生活年金生活年金生活年金生活

介護介護介護介護
サービスサービスサービスサービス

夜間夜間夜間夜間のののの介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供なしなしなしなし

医療法人 聖真会 渭南病院



ちょっと一息ちょっと一息
渭南病院の職員は元気です。職員の元気を患者さんに！

医療法人 聖真会 渭南病院



患者さんを中心とした患者さんを中心とした
安心ネットワークづくり安心ネットワークづくり

看護師看護師
介護保険介護保険介護保険介護保険

医医 師師医医 師師

医療法人医療法人 聖真会聖真会 渭南病院渭南病院

患者患者患者患者

看護師看護師

リハビリリハビリ
テーションテーション
リハビリリハビリ

テーションテーション

サービスサービスサービスサービス

栄養士栄養士

家家家家 族族族族



事例事例ⅠⅠ

医療法人 聖真会 渭南病院



事例事例ⅡⅡ

医療法人 聖真会 渭南病院



現在のご家族の思い現在のご家族の思い
１１１１例目例目例目例目

【【【【妻妻妻妻のののの言葉言葉言葉言葉からからからから】】】】

退院退院退院退院するするするする前前前前はははは、、、、私自身介護私自身介護私自身介護私自身介護するするするする側側側側がががが１１１１ヵヵヵヵ月月月月でででで死死死死ぬとぬとぬとぬと思思思思っっっっ
ていたていたていたていた。。。。

だけどデイケアだけどデイケアだけどデイケアだけどデイケア、、、、ショートステイをしながらショートステイをしながらショートステイをしながらショートステイをしながら、、、、主人主人主人主人はははは他他他他
とのとのとのとの交流交流交流交流でででで会話会話会話会話もももも増増増増ええええ、、、、筋力筋力筋力筋力もアップしてきたもアップしてきたもアップしてきたもアップしてきた。。。。私私私私もももも今今今今、、、、
夜夜夜夜はぐっすりはぐっすりはぐっすりはぐっすり眠眠眠眠れているれているれているれている。。。。感謝感謝感謝感謝しているしているしているしている。。。。夜夜夜夜はぐっすりはぐっすりはぐっすりはぐっすり眠眠眠眠れているれているれているれている。。。。感謝感謝感謝感謝しているしているしているしている。。。。

２２２２例目例目例目例目

【【【【娘娘娘娘さんのさんのさんのさんの言葉言葉言葉言葉からからからから】】】】

母母母母がががが、、、、認知症認知症認知症認知症になってからになってからになってからになってから愛愛愛愛おしくおしくおしくおしく思思思思えるようになったえるようになったえるようになったえるようになった。。。。

母母母母によくによくによくによく頬頬頬頬ずりをしたりずりをしたりずりをしたりずりをしたり、、、、一緒一緒一緒一緒のののの布団布団布団布団でででで寝寝寝寝ているているているている。。。。

母母母母がふとがふとがふとがふと見見見見せるせるせるせる表情表情表情表情がががが嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく、、、、時時時時にににに化粧化粧化粧化粧をしをしをしをし、、、、口紅口紅口紅口紅をつをつをつをつ
けてあげているけてあげているけてあげているけてあげている。。。。

介護者介護者介護者介護者がががが３３３３人人人人いるのでいるのでいるのでいるので、、、、母母母母をををを皆皆皆皆でででで子育子育子育子育てしているてしているてしているてしている気持気持気持気持ちちちち。。。。

医療法人 聖真会 渭南病院



ショートステイの送迎風景ショートステイの送迎風景

さあさあさあさあ！！！！出発出発出発出発ですですですです。（。（。（。（片道片道片道片道30303030分分分分）））） ごごごご自宅自宅自宅自宅にににに着着着着きましたきましたきましたきました。。。。

おおおお部屋部屋部屋部屋にににに着着着着きききき
記念写真記念写真記念写真記念写真ですですですです。。。。

ごごごご自分自分自分自分のベッドにのベッドにのベッドにのベッドに
休休休休みましたみましたみましたみました。。。。

ごごごご家族家族家族家族にににに引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ
をしてをしてをしてをして帰帰帰帰りますりますりますります。。。。

このこのこのこの階段階段階段階段をををを降降降降りますりますりますります

医療法人 聖真会 渭南病院



まとめまとめ
在宅在宅在宅在宅へむけるコツへむけるコツへむけるコツへむけるコツ

①①①①介護者介護者介護者介護者のののの生活生活生活生活スタイルにスタイルにスタイルにスタイルに合合合合わせるわせるわせるわせる。。。。

介護者介護者介護者介護者のののの睡眠睡眠睡眠睡眠はははは重要重要重要重要！！！！

患者患者患者患者・ご・ご・ご・ご家族家族家族家族もももも夜夜夜夜はははは、、、、寝寝寝寝ましょうましょうましょうましょう！！！！

そのそのそのその人人人人のののの個別性個別性個別性個別性をををを重視重視重視重視したしたしたした指導内容指導内容指導内容指導内容をををを考考考考えるえるえるえる。。。。そのそのそのその人人人人のののの個別性個別性個別性個別性をををを重視重視重視重視したしたしたした指導内容指導内容指導内容指導内容をををを考考考考えるえるえるえる。。。。

②②②②介護者介護者介護者介護者をををを支支支支えるえるえるえる安心安心安心安心ネットワークがネットワークがネットワークがネットワークが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。

③③③③家族家族家族家族とととと入所時入所時入所時入所時からからからから密密密密なななな関関関関わりをわりをわりをわりを持持持持ちちちち、、、、相互相互相互相互のののの信頼関信頼関信頼関信頼関
係係係係をををを深深深深めめめめ、、、、在宅在宅在宅在宅へへへへ移行移行移行移行するするするする。。。。

④④④④退所時退所時退所時退所時からからからから在宅在宅在宅在宅ででででずずずずーっとーっとーっとーっと看看看看るというるというるというるという負担感負担感負担感負担感をををを持持持持たたたた
せずせずせずせず、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも病院病院病院病院はははは受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能であることをであることをであることをであることを伝伝伝伝
えるえるえるえる。。。。肩肩肩肩のののの力力力力をををを抜抜抜抜きましょうきましょうきましょうきましょう！！！！

医療法人 聖真会 渭南病院



最後にひとこと最後にひとこと
今回今回今回今回のののの事例事例事例事例をまとめるためをまとめるためをまとめるためをまとめるため、、、、ごごごご家族家族家族家族のののの了承了承了承了承をををを得得得得るるるる機会機会機会機会がががが
ありましたありましたありましたありました。。。。

「「「「現在現在現在現在のごのごのごのご家族家族家族家族のののの思思思思いいいい」」」」でででで述述述述べたべたべたべた中中中中にもありますがにもありますがにもありますがにもありますが、、、、
『『『『嬉嬉嬉嬉しいひとことしいひとことしいひとことしいひとこと』』』』をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。

さらにさらにさらにさらに痛感痛感痛感痛感したことはしたことはしたことはしたことは、、、、後後後後のフォローをすることでのフォローをすることでのフォローをすることでのフォローをすることで

「「「「生活生活生活生活のののの場場場場・・・・家族家族家族家族のののの本音本音本音本音」」」」をををを知知知知ることができることができることができることができ、、、、今後今後今後今後にににに活活活活
かしたいとかしたいとかしたいとかしたいと強強強強くくくく思思思思いましたいましたいましたいました。。。。かしたいとかしたいとかしたいとかしたいと強強強強くくくく思思思思いましたいましたいましたいました。。。。

今後の方向性今後の方向性
住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで家族家族家族家族とととと共共共共にににに安心安心安心安心してしてしてして

生活生活生活生活できるできるできるできるようようようよう行政行政行政行政とととと共共共共にににに

「「「「地域地域地域地域のののの安心安心安心安心ネットワークづくりネットワークづくりネットワークづくりネットワークづくり」」」」のののの

構築構築構築構築がががが急務急務急務急務でででで重要重要重要重要なななな課題課題課題課題だとだとだとだと考考考考えますえますえますえます。。。。

医療法人 聖真会 渭南病院



ご静聴ありがとうございました。

医療法人 聖真会 渭南病院



別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：Ｈ２０年度開始） 

事業名 在宅復帰支援システム検討事業 

補助事業者名 財団法人 土佐長岡郡医師会 

総事業費（千円）  1,000千円（当初計画時） 交付決定額（千円） 940千円 

事業費実績（円） 206,698円（ 10月 23日現在） 

事業目的 

地域内、特に南国市を対象地域とした医療・介護・行政の各関係機関

が参加する研修会や事例検討を通じ、在宅復帰支援のシステム構築をめ

ざす。 

 

H20年度の成果 

 

１「多職種連携」という言葉が具体的にイメージ化・共有化できた 

２視察研修に行ったスタッフを中心に多職種連携の取り組みが始まっ

た 

３研修会・事例検討会を通じて、多職種・多機関の者が互いに顔の見え

る関係ができ始めた 

H20年度残されてい

た課題 

研修会や視察が中心となったため、実際の在宅復帰への取り組みができ

ていない 

H21年度事業内容 

（当初計画） 

 ①事例検討会 

 ②退院前カンファレンス勉強会 

 ③地域連携の実際を学ぶ研修会 

 ④介護職レベルアップ講習 

 ⑤先進地視察 

H21年度事業結果の

概要 

※１ 

・ 地域連携に関する勉強会として多職種の者が集まり、連携に関する

思いを語り合う場ができた 

・ 連携のポイントは、医師とケアマネにあると考え 

(1) 両者の顔の見える関係を作ること 

(2) ケアマネ等介護関係職員のレベルアップ 

を目的とした当医師会会員を講師とする研修会の開催 

・ 地域内の多くの関係者が、 

多職種・多機関の連携した在宅復帰イメージを具体化するために 

模擬退院前カンファレンスの検討を通した勉強会を開催する予定 

補助事業完結に向け

た今後の取り組み 

※２ 

・ 医師会が地域の要となった多職種連携を引き続き行うための、関係

機関との連携の体制づくりや役割分担を行う 

・ 事務局体制の強化 

 



在宅復帰支援システム検討事業

補助事業者

土佐長岡郡医師会

平成21年度高知県地域ケア体制整備構想フォローアップ検討会2009/11/08
1



●テーマ「多職種連携多職種連携多職種連携多職種連携」

●視察研修

イメージ化イメージ化イメージ化イメージ化
共有化共有化共有化共有化

参加スタッフのモチベーションの向上

研修会・視察研修会・視察研修会・視察研修会・視察

平成20年度の成果と課題

●いろいろな取り組みを通じて「顔の見える関係顔の見える関係顔の見える関係顔の見える関係」ができ始めた

●視察研修 参加スタッフのモチベーションの向上

多職種連携の取り組み多職種連携の取り組み多職種連携の取り組み多職種連携の取り組み
の始まりの始まりの始まりの始まり

実際の在宅復帰への取り組みができていない課題課題課題課題
2



平成21年度の事業計画

地域連携の実際を学ぶ研修会

• 視察・事例検討など様々な成果を共有するための勉強会

介護職レベルアップ講習

• 退院前カンファレンスの導入を視野に入れ、特にケアマネージャーの資質向上を図る

3

先進地視察

• 尾道市以外の地域連携の仕組みを学ぶ（医師参加）

退院前カンファレンス勉強会

• 実施に向け模擬カンファレンスでのロールプレイを取り入れた勉強会

事例検討会

• 平成20年度事業を継続



地域連携に関する勉強会

�日時 平成21年6月19日（金）

�場所 南国市保健福祉センター

�内容 ①土佐長岡郡医師会の地域連携の取り
組みについて

4

②意見交換

– 当医師会主催の勉強会として開催

�参加者（53名）

– 医師・歯科医師・薬剤師・MSW・ケアマネージャー・
ホームヘルパー

�各職種から連携に関する「思い」が聞かれた



当日の様子（6月19日）
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介護職レベルアップ講習

�目的

–在宅支援の要であるケアマネジャー等の知識
の向上を図るとともに、地域内の医師と介護
スタッフの顔の見える関係をつくる

�内容

–当医師会員を講師とした各々の専門分野に関
する疾患等の勉強会

–テーマは限定せず、講師に一任する

6



介護職レベルアップ講習
� 1回目

– 日時 平成21年7月2日（木）18：30

– 場所 JA高知病院1Fコミュニティーホール

– 内容 「神経難病医療の地域連携を考える」

南国病院院長 中澤宏之

– 参加者 ケアマネ18名、看護師3名、医療相談員2名他 計37名– 参加者 ケアマネ18名、看護師3名、医療相談員2名他 計37名

� 2回目
– 日時 平成21年8月24日（月）18：30

– 場所 南国市保健福祉センター

– 内容 ① 「医師と介護職の理想の関係をめざして」

南国中央病院副院長 宮本寛

②医師との意見交換

– 参加者 ケアマネ9名、看護師5名他 計27名

� 3回目以降の講師は医師会員と交渉中
7



当日の様子

1回目（7月2日）

8

2回目（8月24日）



視察研修

�目的

– 多職種・多機関による地域連携システムにおける医
師会の役割について視察する

�視察先

– 乙訓医師会（京都府）・上越医師会（新潟県）– 乙訓医師会（京都府）・上越医師会（新潟県）

�日程

– 平成21年10月21日～23日

�参加者

– 土佐長岡郡医師会2名（副会長、事務局職員）

福祉保健所地域支援室職員1名も同行（事業協力者）

9



乙訓医師会の取り組み

在宅療養手帳

� 1994年

– 在宅でターミナルケアに取り組む医師が情報共有のためのノート
を作成

� 1995年
– 医師会主導で福祉関係者等と共通連絡ノート作成委員会が発足

� 現在
– 在宅療養手帳委員会として年に4回開催（15年目）

– 医師・看護師・ケアマネ・施設責任者・行政担当者等が参加

� 委員会の意義

– 委員会が情報発信源となり地域のあるべき医療・介護の方向性
を確認できる

– 顔の見える関係作りに役立つ

10



在宅療養手帳委員会
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上越医師会の取り組み

�ケアマネージャーと医療機関との連携強化

–診療所

• ケアマネタイムの導入（2006年6月）

• 包括相談医／包括職員との懇談会

–病院

• ケアマネと病院地域連携室との連携ガイドライン

• ケアマネと病院地域連携室との懇談会

�医療・介護の共通言語の構築

–地域連携連絡票の啓蒙・普及

12
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今後の予定

•多職種が参加できるモデルケースを作成

•尾道方式を参考にしたカンファレンスをロールプレイ方式で行う

12月10日 模擬退院前カンファレンス

•上記カンファレンスを地域の関係職種が集まる場で公開実施

12月17日 地域連携に関する勉強会

•多職種連携のイメージを共有化

•大学病院と民間病院より実際の事例を持ち寄り多職種で検討

1月中 事例検討会

• 2年間の事業に関するケアマネからの感想・意見の聴取、医師会への報告と総括

1月～2月

•事業報告および交流会

3月 地域連携に関する勉強会

14



事業のこれまでと今後の取組み

�スムーズな在宅復帰に向けて

– 地域での多職種連携は必須

– 退院前カンファレンスが連携の場となる

– 連携のポイントは医師とケアマネの顔の見える関係

�退院前カンファレンス・事例検討会�退院前カンファレンス・事例検討会

– 南国市では既に各医療機関において適宜実施

– 医師の参加が少ない

– 介護関係職員のレベルアップ

�医師会主導の多職種連携を進める

– 各関係機関との連携体制づくり・役割分担

– 医師会の組織・事務局体制の強化
15

→ 参加しやすい環境づくり（医師会）

→ 定期的な勉強会の実施



別紙 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：Ｈ２０年度開始） 

 

事業名 地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業 

補助事業者名 (社)高岡郡医師会 

総事業費（千円）  ７２３千円（当初計画時） 交付決定額（千円） ７２３千円 

事業費実績（円） １７３，８０８円（１０月２３日現在） 

事業目的 
高齢者等ができるだけ住み慣れた地域で安全安心に生活することが出来る

よう医療・介護・福祉のネットワークを構築する。 

 

H20年度の成果 

 

・「地域リハビリテーション連絡票」の現状や課題が明らかになった。 

・「地域リハビリテーション連絡票」を災害時の見守りカードとして活用しても

らうなど普及、啓発について協議することができた。 

H20年度残されてい

た課題 

・昨年度は、検討委員も少なく（１０名）、またそのほとんどが須崎市内の関係

機関であったため、他市町への広がりが少ない。 

・「地域リハビリテーション連絡票」を地域でどのように広げていくのか？ 

・事業終了後、残された課題の解決や顔の見える関係づくりのための場が必要で

はないのか？また、そのための実施主体をどうするのか？ 

H21年度事業内容 

（当初計画） 

病院や介護保険施設に入院中もしくは入所中、または在宅で生活している下記の者

を対象として、在宅移行支援のための事例検討会や課題に対する勉強会、また関係

機関において課題を共有する場としての講演会を開催する。 

 ・病院から病院、介護保険施設または在宅生活に移行する者。 

 ・介護保険施設から病院、介護保険施設または在宅生活に移行する者。 

 ・在宅から病院または介護保険施設に移行する者。 

H21年度事業結果の

概要 

※１ 

・ モデル病院（くろしお病院、ちひろ病院、高陵病院）という枠をはずして在

宅移行を希望する事例すべてを対象としたことや、また検討委員に四万十町

の２病院をはじめ管内の４老健、訪問看護ステーション、社協、地域包括支

援センター等幅広く声をかけ、須崎市以外の他市町の関係各機関の検討委員

を増やしたことで会議の活性化が図られ、課題の共有化を図ることができる

ようになった。 

・「地域リハビリテーション連絡票」の普及、促進を地域から発信していく取り

組みが須崎市等で行われるようになり、少しずつだが広がりをみせつつある。 

補助事業完結に向け

た今後の取り組み 

※２ 

・事例検討会の開催（在宅移行支援検討会の開催：６回開催） 

・勉強会の開催   （事例検討から出てきた課題や各機関等の課題を抽出、検討

する会を開催：５回開催） 

・研修会の開催  （成果発表や課題共有のための講演会の開催：1回開催） 

・報告書の作成  （事例や課題抽出からケアガイドラインを作成、配付） 

 

 

 



地域リハビリテーション連絡票
を活用した在宅移行支援事業

（社）高岡郡医師会



地域リハビリテーション連絡票を使った
モデル病院での在宅移行支援事業(平成20年度）

・補助事業者： (社）高岡郡医師会

・事業内容：

モデル病院（くろしお病院、高陵病院、ちひろ病院）
から「地域リハビリテーション連絡票」を使っ

1

から「地域リハビリテーション連絡票」を使っ
て、在宅復帰に意欲のある高齢者やその家
族を支援するために、個別ケースごとの課題
を抽出、検討、各機関の連携強化を図る。

＊事例検討会(4回）、勉強会（1回）、

講演会（2回）開催



事例検討会（4回開催）

・検討委員：
モデル病院（看護部長、医療ソーシャルワー
カー、理学療法士）、居宅介護支援事業所、
障害者施設、須崎市包括支援センター(9名)

2

障害者施設、須崎市包括支援センター(9名)

アドバイザー：高知女子大学 森下安子教授

＊会議は公開で誰でも参加可能とした。



事例検討分析
○在宅への移行を円滑にする要因

・本人要因 ・ご家族の要因 ・医療機関の要因

・在宅領域の要因 ・地域社会の要因 など

○在宅への移行支援を困難にする要因

・医療と医療の不十分な連携

3

・医療と医療の不十分な連携

・地域の医療体制

・本人の性格特性

・経済的課題

・ご家族の要因

＊事例ごとに課題整理をして冊子にまとめる。
（平成21年度）



勉強会

開催日：平成２１年１月２０日

演題： 「地域リハビリテーション連絡票とは
どういうものか？どうしてつくられたのか？」

講師：須崎くろしお病院

4

講師：須崎くろしお病院

リハビリテーション部 理学療法士

森野 勝憲氏



地域リハビリテーション連絡票はどうして
作られたのか？

高幡チャートができるまで

• 平成１６年地域リハビリテーション懇談会の
事例検討ワーキンググループから発案

5

事例検討ワーキンググループから発案

• 「その人らしく望む場所で暮らしていくことを支
える」をテーマに、地域に帰りやすくする条件
づくりとチャートの作成が目的

• 一人でなく他職種で支えるため、連携バトン
をどのように繋げていくかということで提案



• 連携のための問題点の確認

各機関の役割が異なり、欲しい情報に差があ
り、現在の情報提供書では不十分

地域リハビリテーション連絡票はどうし
て作られたのか？

6

り、現在の情報提供書では不十分

・高幡チャートの完成

各機関で出せる情報、欲しい情報をまとめた
ものが地域リハビリテーション連絡票の前進
となる高幡チャートとなった。



講演会

・第1回 平成２０年７月１９日開催

講演 「地域ケア整備構想に向けての共通認識と課題」

講師： 近森リハビリテーション病院
副院長 宮本 寛氏

7

・第2回 平成２１年３月２０日開催

講演 「在宅移行を推進するために」
講師：高知女子大学教授 森下安子氏

意見交換（パネルディスカッション）
「地域リハビリテーション連絡票の活用について」



講演会

8

講演会



地域リハビリテーション懇談会

9



平成平成平成平成21212121年度年度年度年度にににに向向向向けてのけてのけてのけての課題課題課題課題（（（（平成平成平成平成20202020年度第年度第年度第年度第2222回回回回 講演会講演会講演会講演会からからからから））））

１．地域リハビリテーション連絡票が使われていない。
（講演会パネルディスカッションで検討）

２．検討事例が少ない →モデル病院以外から在宅に
帰る事例も検討する。 検討委員の増員（計２２名）
病院（四万十町）、老健、訪問看護ステーション、
各地域包括支援センター にも参加してもらう。
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各地域包括支援センター にも参加してもらう。

３．須崎市中心で行っているが、他市町にどう広げて
いくのか？→他市町からも検討委員として参加して
もらう。
４．事業終了後の関係各機関のネットワーク化
→自分たちにとって必要な活動であれば、事業が
終わっても何らかの形で継続することは可能。
今後話し合いを実施していく。



課題解決に向けて（（（（平成平成平成平成２０２０２０２０年度第年度第年度第年度第２２２２回講演会回講演会回講演会回講演会からからからから））））

地域リハビリテーション連絡票の活用について

（良い点）

・ 1枚目には本人がやってみたいことや望む生
活が記載されているので意欲を引き出すこと

11

活が記載されているので意欲を引き出すこと
において使える

・ 本人が望むことやその情報を共有できる

・ 何かあったときに家族の連絡先や今まで利用
しているサービスがわかるので情報収集の手
間が省ける。



（使われていない理由）

• 別の情報共有シートがすでに使われて
おり、2度手間になる。

• 記入が大変

12

• 病院が情報を出してもその後どういう風
に生かされたかが病院に帰ってこない
様式のために書かされているという意識
が強い。



（今後、地域リハビリテーション連絡票を

活用するには・・・・）

• 地域から発信していく仕組みが大事

• 利用者（患者）が主人公

• 地域ぐるみで連絡票を有名にしていく。
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• 地域ぐるみで連絡票を有名にしていく。

• 市町村単位 （地域包括支援センター、
民生委員、住民）で地道に地域に広げ、連
絡票を有名にする。



地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅
移行支援事業移行支援事業移行支援事業移行支援事業 （平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）

●事例検討会（６回程度）の開催

・病院及び介護保険施設等の在宅移行に関する
事例について検討 ((((別添別添別添別添 実施要綱・イメージ図参照）実施要綱・イメージ図参照）実施要綱・イメージ図参照）実施要綱・イメージ図参照）

・地域リハビリテーション連絡票の効果的な活用

14

・地域リハビリテーション連絡票の効果的な活用

●勉強会（随時）の開催

・事例検討を通じて出てきた課題についての勉強

●研修会（講演会）の開催

・出てきた課題の共有を図る

●冊子の配布（課題整理、まとめ）



在宅移行支援検討会

15



須崎市の取り組み（平成21年度）

・ ホームページによる情報発信。

・ 民生児童委員総会で事業説明

・地域の集いや高齢者が集まるサロ

地域リハビリテーション連絡表の普及・啓発

16

・地域の集いや高齢者が集まるサロ
ン等で連絡票を一緒に記入してもら
う取り組みをすすめる。

・独居高齢者に見守りカードとともに
携帯してもらう。



• ご清聴 ありがとうございました。
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地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業実施要綱地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業実施要綱地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業実施要綱地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業実施要綱    

    
 

第１ 目的 

病院や介護保険施設（介護療養型医療施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設）

を中心として、在宅移行意欲のある高齢者等やその家族を支援するための個別ケースご

との課題の抽出及びその課題解決について検討する。また、関係機関の情報共有のあり

方や地域リハビリテーション連絡票の利活用について検討する。 

 

第２ 実施主体 

 実施主体は、(社)高岡郡医師会とする。    

 

第３ 事業の対象者 

病院に入院中、介護保険施設に入所中または在宅で生活している下記の者を対象とす

る。 

 （１）病院から病院、介護保険施設または在宅生活に移行する者。 

 （２）介護保険施設から病院、介護保険施設または在宅生活に移行する者。 

 （３）在宅から病院または介護保険施設に移行する者。 

 

第４ 実施方法 

１ 事例検討会の実施 

   病院及び介護保険施設での在宅移行に関連する事例について検討会を実施し、問題 

点や課題を抽出し、解決に向けて検討する。また、関係機関の情報共有のあり方や、 

地域リハビリテーション連絡票の利活用についても検討する。 

２ 勉強会・研修会の開催 

   事例検討を通じて出てきた課題についての勉強会や、研修会（講演会等）を開催し、 

課題を共有する。 

     

第５ 個人情報の保護及び同意書の提出 

１ この事業の実施にあたり、個人に関する医療等の情報を取り扱うことになることか

ら、関係者は部外者に情報が漏れることがないよう、個人情報の保護については特に

注意するものとする。 

２ 連絡票等関係資料については、各機関において管理責任者を定め、適切な保管場所

に保管すること。また、連絡票等関係資料の送付や情報の処理についてもその取扱い

については十分注意するものとする。 

３ この事業により得た情報は、在職中及び退職後においても秘密を厳守し、他の目的

に利用してはならないものとする。 

４ 対象者（事例を提供していただく高齢者等やその家族）は、上記について理解し、

別紙様式１（同意書）を(社)高岡郡医師会に提出する。 



第６ その他 

  この要綱に定めるもののほか、この事業の実施にあたり必要な事項は別に定める。 

 

附則 

１ この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 



所　　　　　属 役　　職 氏　　　名

高橋内科 院長 高　橋　啓　文

須崎くろしお病院 地域連携室(社会福祉士) 矢　野　真　美

理学療法士 森　野　勝　憲

回復期病棟師長 川　渕　みどり

高陵病院 地域連携室(精神保健福祉士) 佐　竹　由　理

くぼかわ病院 医療相談室 中　村　恭　久

大西病院 地域連携室（介護支援専門員） 津　野　まゆみ

居宅介護支援事業所「くろしお」 介護支援専門員 山　崎　三津子

介護老人保健施設　暖流 介護支援専門員 古　谷　　 公　宏

介護老人保健施設　上ノ加江 理学療法士 真　明　    将

介護老人保健施設　アザレア 看護部長 田　中　   千　鶴

訪問看護ステーションすさき 訪問看護師 堀　内　   惠　子

オイコニア 副施設長 野　村　清　司

高幡広域社会福祉連絡協議会 会長 戸　田　喜　生

四万十町社会福祉協議会 介護支援専門員 本　井　ゆ　き

須崎市地域包括支援センター 主任（主任介護支援専門員） 樋　口　昌　子

保健師 西　本　美公子

　　　　　　　〃 社会福祉士 富　沢　恵　美

津野町地域包括支援センター 理学療法士 浜　脇　さ　わ

中土佐町地域包括支援センター 主任（主任介護支援専門員） 中　山　順　子

四万十町地域包括支援センター 所長（　　　　〃　　　　） 三　本　明　子

梼原町地域包括支援センター 係長（　　　　〃　　　　） 久　保　八栄美

高知女子大学　看護学部 教　授 森　下　安　子

高岡郡医師会 事務局長 畠　中　宣　栄

高知県医療薬務課 医師 川　上　和　徳

　　地域リハビリテーション連絡票を使ったモデル病院での在宅移行支援事業　　地域リハビリテーション連絡票を使ったモデル病院での在宅移行支援事業　　地域リハビリテーション連絡票を使ったモデル病院での在宅移行支援事業　　地域リハビリテーション連絡票を使ったモデル病院での在宅移行支援事業

　　在宅復帰支援検討会委員名簿　　在宅復帰支援検討会委員名簿　　在宅復帰支援検討会委員名簿　　在宅復帰支援検討会委員名簿

アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー



対象者

病院

地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業イメージ図地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業イメージ図地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業イメージ図地域リハビリテーション連絡票を活用した在宅移行支援事業イメージ図

事例検討会
在宅移行への課題検討

連絡票の利活用 など

勉強会
課題ごとの勉強会の開催

地域リハビリテーション連絡票地域リハビリテーション連絡票地域リハビリテーション連絡票地域リハビリテーション連絡票

目標目標目標目標：：：：誰誰誰誰もがもがもがもが地域地域地域地域でそのでそのでそのでその人人人人らしくいきいきとらしくいきいきとらしくいきいきとらしくいきいきと生活生活生活生活することができるすることができるすることができるすることができる高幡圏域高幡圏域高幡圏域高幡圏域

研修会
講演会の開催

在宅 介護保険施設



 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進費補助金 事業報告書（継続分：Ｈ２０年度開始） 

事業名 在宅復帰支援と包括ケアネットワーク事業 

補助事業者名 いの包括ケアネットワーク研究会 

総事業費（千円）  １，０６９千円（当初計画時） 交付決定額（千円） ９４７千円 

事業費実績（円） １４４，３５０円（１０月２１日現在） 

事業目的 

・施設・病院から在宅復帰へ向けての支援と実践。 

・関係者・住民の意識改革、技術・実践力の向上を図り、住民

が住み慣れた地域で、安全・安心な暮らしができるよう、在宅

を地域で支える。 

 

H20年度の成果 

 

・関係機関、住民、行政が論議できる場づくり 

・現状と課題の洗い出し 

・連絡票のデータベース化 

H20年度残されてい

た課題 

・現状の分析と課題の整理 

・連絡票の利活用 

・各職種のスキルアップ 

H21年度事業内容 

（当初計画） 

・連絡票の実践。 

・介護予防のコアチームを作り、効果の検証や課題についての研修等を

行っていく。 

・医療機関、施設等から在宅復帰へ、連携の構築に向けて取り組む。 

・課題について、グループワークを継続する。 

・事例検討会を継続し、専門職員の資質・実践力の向上を目指す。 

H21年度事業結果の

概要 

平成21年7月30日 講演会（第1回） 

「地域連携クリティカルパス―香川シームレスケア研究会の活動」 

平成21年7月30日 総会 

平成21年9月3日 ケアマネジメント研修会 

「ケアマネジメントを再考する」 

平成21年9月3日 施設ケア研修会 

「求められる施設介護の専門性」 

平成21年10月15日 事例検討会（第1回） 

補助事業完結に向け

た今後の取り組み 

・連絡票の実践に向けた仕組みづくり 

・講演会の開催 

・事例検討会の開催 

 



松浦喜美夫松浦喜美夫松浦喜美夫松浦喜美夫、、、、安岡安岡安岡安岡 伸和伸和伸和伸和、、、、北村北村北村北村 喜美子喜美子喜美子喜美子、、、、山本山本山本山本 千賀千賀千賀千賀、、、、池田池田池田池田 牧子牧子牧子牧子、、、、
久松久松久松久松 隆雄隆雄隆雄隆雄、、、、森森森森 紀子紀子紀子紀子、、、、田村田村田村田村 正子正子正子正子、、、、橋本橋本橋本橋本 佐夜子佐夜子佐夜子佐夜子、、、、和田和田和田和田 守正守正守正守正

いのいのいのいの町立国民健康保険町立国民健康保険町立国民健康保険町立国民健康保険 仁淀病院仁淀病院仁淀病院仁淀病院



いいいいいいいい
のののののののの
町町町町町町町町
のののののののの
人人人人人人人人
口口口口口口口口

人口減、高齢者増加

口口口口口口口口
推推推推推推推推
移移移移移移移移



平成平成平成平成平成平成平成平成1919191919191919年高知県県民世論調査年高知県県民世論調査年高知県県民世論調査年高知県県民世論調査年高知県県民世論調査年高知県県民世論調査年高知県県民世論調査年高知県県民世論調査((((((((１１１１１１１１))))))))

質問質問質問質問：「：「：「：「寝寝寝寝たきりなどのたきりなどのたきりなどのたきりなどの状態状態状態状態でででで医療機関医療機関医療機関医療機関にににに１１１１人人人人でででで
行行行行くことがくことがくことがくことが困難困難困難困難となったとなったとなったとなった場合場合場合場合にどのようにしたいにどのようにしたいにどのようにしたいにどのようにしたい
かかかか？」？」？」？」

回答とそれぞれの割合

28.428.428.428.4 46.646.646.646.610.810.810.810.8 9.59.59.59.5
1.61.61.61.6

3.23.23.23.2

0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40% 50%50%50%50% 60%60%60%60% 70%70%70%70% 80%80%80%80% 90%90%90%90% 100%100%100%100%

自宅自宅自宅自宅（（（（借家含借家含借家含借家含むむむむ））））にににに医師医師医師医師やややや看護師看護師看護師看護師にににに来来来来てほしいてほしいてほしいてほしい 病院病院病院病院にににに入院入院入院入院したいしたいしたいしたい

家族家族家族家族やヘルパーやヘルパーやヘルパーやヘルパー、、、、地域地域地域地域のののの方方方方などになどになどになどに介助介助介助介助してもらってしてもらってしてもらってしてもらって
病院病院病院病院にににに通院通院通院通院したいしたいしたいしたい

わからないわからないわからないわからない

そのそのそのその他他他他 無回答無回答無回答無回答



いのいのいのいの町町町町のののの取組取組取組取組いのいのいのいの町町町町のののの取組取組取組取組

①①①①①①①①在宅在宅在宅在宅でのでのでのでの生活生活生活生活のののの支援支援支援支援のののの在宅在宅在宅在宅でのでのでのでの生活生活生活生活のののの支援支援支援支援ののののスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルのののの向上向上向上向上のののの向上向上向上向上

②②②②②②②②不安感不安感不安感不安感にタイムリーににタイムリーににタイムリーににタイムリーに応応応応えるえるえるえる不安感不安感不安感不安感にタイムリーににタイムリーににタイムリーににタイムリーに応応応応えるえるえるえる体制作体制作体制作体制作りりりり体制作体制作体制作体制作りりりり

③③③③③③③③チームアプローチチームアプローチチームアプローチチームアプローチチームアプローチチームアプローチチームアプローチチームアプローチとととと広範広範広範広範ななななとととと広範広範広範広範なななな社会資源社会資源社会資源社会資源社会資源社会資源社会資源社会資源のののの活用活用活用活用のののの活用活用活用活用

住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた我我我我がががが家家家家でこのでこのでこのでこの町町町町でででで住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた我我我我がががが家家家家でこのでこのでこのでこの町町町町でででで

最期最期最期最期までまでまでまで暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる町町町町づくりづくりづくりづくり最期最期最期最期までまでまでまで暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる町町町町づくりづくりづくりづくり

いのいのいのいの地域包括地域包括地域包括地域包括ケアネットワークケアネットワークケアネットワークケアネットワーク設立設立設立設立いのいのいのいの地域包括地域包括地域包括地域包括ケアネットワークケアネットワークケアネットワークケアネットワーク設立設立設立設立



いのいのいのいの包括包括包括包括ケアネットワークケアネットワークケアネットワークケアネットワーク研究会研究会研究会研究会のののの目的目的目的目的

� 支援支援支援支援やややや介護介護介護介護がががが必要必要必要必要なななな状態状態状態状態となってもとなってもとなってもとなっても、、、、本人自身本人自身本人自身本人自身のののの
意思意思意思意思をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、自立自立自立自立したしたしたした質質質質のののの高高高高いいいい生活生活生活生活がががが営営営営めるよめるよめるよめるよ
うううう、、、、総合的総合的総合的総合的、、、、包括的包括的包括的包括的サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供するためのするためのするためのするための体制体制体制体制
整備整備整備整備についてについてについてについて研究研究研究研究、、、、協議協議協議協議しししし、、、、実践実践実践実践することをすることをすることをすることを目的目的目的目的
とするとするとするとする。。。。とするとするとするとする。。。。

高知県地域高知県地域高知県地域高知県地域ケアケアケアケア体制整備推進事業体制整備推進事業体制整備推進事業体制整備推進事業

� メンバーメンバーメンバーメンバー：：：：医療系施設医療系施設医療系施設医療系施設、、、、介護系施設介護系施設介護系施設介護系施設、、、、行政行政行政行政（（（（ほけんほけんほけんほけん福祉課福祉課福祉課福祉課、、、、包括支包括支包括支包括支
援援援援センターセンターセンターセンター等等等等）、）、）、）、ボランティアボランティアボランティアボランティア、、、、住民住民住民住民などなどなどなど

� 講師講師講師講師：：：：森下森下森下森下 安子先生安子先生安子先生安子先生（（（（高知女子大学看護学科高知女子大学看護学科高知女子大学看護学科高知女子大学看護学科））））

� 柳柳柳柳 尚夫先生尚夫先生尚夫先生尚夫先生（（（（大阪府四条畷保健所所長大阪府四条畷保健所所長大阪府四条畷保健所所長大阪府四条畷保健所所長））））などなどなどなど

� アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー：：：：吉永吉永吉永吉永 智子智子智子智子さんさんさんさん（（（（保健師保健師保健師保健師））））



平成20年度開催内容

� 平成20年2月16日 発起会・講演会
� 平成20年6月14日 総会・講演会(第１回)
� 平成20年8月16日 講演会(第２回)
� 平成20年9月20日 事例検討会
� 平成20年10月25日 講演会・事例検討会(第３回)� 平成20年10月25日 講演会・事例検討会(第３回)
� 平成20年11月30日 事例検討会
� 平成20年12月21日 講演会・事例検討会(第４回)
� 平成21年１月18日 事例検討会(第５回)
� 平成21年2月8日 講演会、グループワーク研修
� 平成21年3月28日 事例検討会(第６回)



第第第第１１１１回回回回 研究会研究会研究会研究会 講演会講演会講演会講演会
「「「「高知県地域高知県地域高知県地域高知県地域ケアケアケアケア体制整備構想体制整備構想体制整備構想体制整備構想とととと地域地域地域地域にににに期待期待期待期待するするするする包括包括包括包括ケアケアケアケア」」」」

高知女子大高知女子大高知女子大高知女子大
学看護学部学看護学部学看護学部学看護学部学看護学部学看護学部学看護学部学看護学部
教授教授教授教授

森下先生森下先生森下先生森下先生



第２回 研究会 講演会
「地域包括支援の目指すもの：第４期介護保険事業計画をつく
るに当たって」

� 包括とはいろんな壁を越えること
� 第４期介護保険事業計画に夢を託して

� テーマは①医療と他分野との連携②介護予防の目指す
もの③認知症の地域ケア

大阪府四條畷保健所
所長 柳 尚夫 先生



事例検討会（９月２０日）
ＰＥＧ造設しながらも「食べたい」「帰りたい」を目標に在宅復帰できた事例ＰＥＧ造設しながらも「食べたい」「帰りたい」を目標に在宅復帰できた事例ＰＥＧ造設しながらも「食べたい」「帰りたい」を目標に在宅復帰できた事例ＰＥＧ造設しながらも「食べたい」「帰りたい」を目標に在宅復帰できた事例

事例の紹介

スーパーバイザー
吉永智子 先生吉永智子 先生



「「「「私私私私らしいらしいらしいらしい暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための連絡票連絡票連絡票連絡票」」」」
データベースデータベースデータベースデータベース化化化化

私らしい暮らしを実現するための連絡票私らしい暮らしを実現するための連絡票私らしい暮らしを実現するための連絡票私らしい暮らしを実現するための連絡票 （地域リハビリテーション連絡票）（地域リハビリテーション連絡票）（地域リハビリテーション連絡票）（地域リハビリテーション連絡票）

氏( ふりがな) 名 伊野伊野伊野伊野 太郎太郎太郎太郎

生年月日 明・大・昭・平 25年 ５ 月 ３日（59歳） 性別 男
記載日

（項目１～4）
２１年 ６月 １６日

現住所 吾川郡いの町 1369-12

住民票の住所 吾川郡いの町 1369-12 手帳（種類・等級） 無

１１１１ 私のこと私のこと私のこと私のこと

連絡票

医療保険 □健保（□組合、□政府） □共済 □国保 □船員 □老人医療 □その他（ ）

緊急の連絡先 Tel:088-893―1551

退院後の相談先 現住所

今までの生活や
仕事、趣味など

伊野町生まれで、伊野商業高校卒業後、地元の製紙会社に勤務し、27歳で結婚し、男２人、女１人の３児を儲け
る。子どもたちは現在独立し、県外に２人、高知市に１人在住し、現在は夫婦２人の生活。趣味は山登り、川釣り

家庭での役割 一家の主

２２２２ 今までの暮らし今までの暮らし今までの暮らし今までの暮らし（長期的な生活の様子を記載）（長期的な生活の様子を記載）（長期的な生活の様子を記載）（長期的な生活の様子を記載）



平成平成平成平成20年のまとめ年のまとめ年のまとめ年のまとめ
これまでの活動を通してこれまでの活動を通してこれまでの活動を通してこれまでの活動を通して
� 包括とは壁を越えることだが、現状包括とは壁を越えることだが、現状包括とは壁を越えることだが、現状包括とは壁を越えることだが、現状
は壁だらけは壁だらけは壁だらけは壁だらけ

� できていないことできていないことできていないことできていないこと
共通の言語での議論共通の言語での議論共通の言語での議論共通の言語での議論
現状の分析、課題の整理現状の分析、課題の整理現状の分析、課題の整理現状の分析、課題の整理 etc.

情報の共有化情報の共有化情報の共有化情報の共有化

課課課課 題題題題

� 高齢者・障害者の日常高齢者・障害者の日常高齢者・障害者の日常高齢者・障害者の日常
生活を支える仕組みづ生活を支える仕組みづ生活を支える仕組みづ生活を支える仕組みづ
くりくりくりくり

� 入院・入所時からの医入院・入所時からの医入院・入所時からの医入院・入所時からの医
療・介護・保健・福祉の療・介護・保健・福祉の療・介護・保健・福祉の療・介護・保健・福祉の

事例を通して事例を通して事例を通して事例を通して
� ケアマネの視点は自立になっていケアマネの視点は自立になっていケアマネの視点は自立になっていケアマネの視点は自立になってい
る？る？る？る？

� 入院時から在宅へ向けての計画、入院時から在宅へ向けての計画、入院時から在宅へ向けての計画、入院時から在宅へ向けての計画、
連携、本人の思いと家族へのアプ連携、本人の思いと家族へのアプ連携、本人の思いと家族へのアプ連携、本人の思いと家族へのアプ
ローチは？ローチは？ローチは？ローチは？

� 認知症を支える地域ケアは？認知症を支える地域ケアは？認知症を支える地域ケアは？認知症を支える地域ケアは？
� 包括支援センターの役割は？包括支援センターの役割は？包括支援センターの役割は？包括支援センターの役割は？
� 連携とは？連携とは？連携とは？連携とは？

療・介護・保健・福祉の療・介護・保健・福祉の療・介護・保健・福祉の療・介護・保健・福祉の
連携連携連携連携

� 在宅医療と在宅介護在宅医療と在宅介護在宅医療と在宅介護在宅医療と在宅介護
の連携強化の連携強化の連携強化の連携強化

� 認知症の地域ケア認知症の地域ケア認知症の地域ケア認知症の地域ケア

� 連絡票の利活用連絡票の利活用連絡票の利活用連絡票の利活用

� 各職種のスキルアップ各職種のスキルアップ各職種のスキルアップ各職種のスキルアップ



平成21年度開催

� 平成平成平成平成21212121年年年年7777月月月月30303030日日日日

総会総会総会総会・・・・講演会講演会講演会講演会 地域連携地域連携地域連携地域連携クリティカルパスクリティカルパスクリティカルパスクリティカルパス

� 平成平成平成平成21212121年年年年9999月月月月3333日日日日

ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント研修会研修会研修会研修会、、、、介護施設研修会介護施設研修会介護施設研修会介護施設研修会

� 平成平成平成平成21212121年年年年10101010月月月月15151515日日日日

事例検討会事例検討会事例検討会事例検討会((((第第第第７７７７回回回回))))



講演会 地域連携地域連携地域連携地域連携クリティカルパスクリティカルパスクリティカルパスクリティカルパス
香川香川香川香川シームレスシームレスシームレスシームレス研究会研究会研究会研究会のののの取組取組取組取組
情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達のののの手段手段手段手段としてとしてとしてとして活用活用活用活用

綾川町国保陶病院綾川町国保陶病院綾川町国保陶病院綾川町国保陶病院
院長院長院長院長 大原昌樹先生大原昌樹先生大原昌樹先生大原昌樹先生



スキルアップ研修会

ケアマネジメント研修会
介護施設研修会



今後の予定

� 地域リハビリ連絡票の活用

11月16日

連絡票を用いた地域ケア連携についての討論会

高知女子大学教授 森下安子先生

須崎福祉保健所地域支援室 田中佐和子先生須崎福祉保健所地域支援室 田中佐和子先生

� 地域連携

12月4日

愛媛大学医学部

医療福祉支援センター長 櫃本真聿先生



今後の取組み

事例検討会、グループワークの継続

地域資源集の編纂地域資源集の編纂

先進地視察研修
訪問先：鳥取市



地域地域地域地域でででで支支支支えるえるえるえる

患者患者患者患者....家族家族家族家族
医療医療医療医療....介護介護介護介護
スタッフスタッフスタッフスタッフ

新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい

地域連絡票

地域地域地域地域のののの人人人人
仲間仲間仲間仲間

支援者支援者支援者支援者
（（（（患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体
ボランティアボランティアボランティアボランティア等等等等））））

新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい
地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり

住民参加住民参加住民参加住民参加

支援支援支援支援ネットワークネットワークネットワークネットワーク



発表
21212121年年年年2222月月月月7777日日日日

高知県国保地域医療学会高知県国保地域医療学会高知県国保地域医療学会高知県国保地域医療学会

21212121年年年年3333月月月月7777日日日日

高知県地域高知県地域高知県地域高知県地域ケアケアケアケア体制整備構想体制整備構想体制整備構想体制整備構想フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ高知県地域高知県地域高知県地域高知県地域ケアケアケアケア体制整備構想体制整備構想体制整備構想体制整備構想フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ

検討会検討会検討会検討会

21212121年年年年10101010月月月月3333日日日日

全国国保地域医療学会全国国保地域医療学会全国国保地域医療学会全国国保地域医療学会（（（（仙台市仙台市仙台市仙台市））））

ワークショップワークショップワークショップワークショップ：：：： 在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療ケアケアケアケア（（（（施設間施設間施設間施設間

連携連携連携連携））））・ターミナルケアに・ターミナルケアに・ターミナルケアに・ターミナルケアに関関関関するものするものするものするもの
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