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認知症に重点をおいた地域包括ケアの推進（嶺北地域アクションプラン） 

平成２７年４月 

高知県中央東福祉保健所 

日本一の健康長寿県構想 

嶺北地域推進協議会のようす

… 

このリーフレットは、平成26年度にそれぞ

れ具体に取り組んだことをまとめるととも

に平成27年度に住民の皆さまとともに協働

して行う行動計画をまとめたものです。 

日本一の健康長寿県構想嶺北地域推進協議会メンバーの団体役職名  
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議会（嶺北地区）代表、地域のボランティア代表、嶺北の地域リハを考える会代表、本山町代表、大豊町代表、土佐町代表、大川村代表  

 この認知症に重点をおいた地域包括ケアの推進（嶺北地域アクションプラ
ン）は、下記の推進協議会メンバーが協力して作成しました。 
 ぜひ、各団体の関係者の皆さまや地域住民の皆さまにご一読いただいて、
アクションプランの取り組みをご理解いただき、病気や障害があっても、住
み慣れた地域でその人らしく安心して暮らすことのできる地域づくりに役立
てていただきたいと思います。なお、このアクションプランは、推進協議会
において、毎年進行管理し改訂することとしています。 

 
日本一の健康長寿県構想嶺北地域推進協議会メンバー一同 

病気や障害があっても住み慣れた地域で 

その人らしく安心して暮らせるようにするために 

平成２７年度 



地域の見守りや支え合いの推進 

医療・介護・福祉の連携の推進 

認知症に重点をおいた地域包括ケアの推進（嶺北地域アクションプラン） 嶺北地域の平成26年度の主な取り組み 

認知症の早期発見・早期対応に向けた在宅ケアの連携の仕組みづくり 
在宅ケアを支えるための入院・入所施設との連携の仕組みづくり 

            
地域が一体となった看護・介護職員の確保対策の推進 

地域で認知症を理解した人が増え、支える仕組み 
      

認知症の方を支援する行政、専門職と住民の連携 
      

高知県薬剤師会（嶺北地区） 

・知識を深めるための研修会に積極的に参加し
ました。 
・悩んでいる人に気付き声をか 
け話しを聞き、必要ならば情報 
提供し、「薬剤師不要論」になら 
ないよう、地域が求める薬剤師 
を追究してきました。 

土佐町社会福祉協議会 

あじさいネットワーク会議やプロジェクト講座を実
施しました。 

大豊町 

・医師会・町内医療機関・介護事業所の協力を得
て、認知症の講演会等を実施し、事業を通じて多
職種連携を行いました。 
・在宅歯科指導の必要なケースがあり、歯科医師
会の在宅歯科連携室を通じ、在宅訪問歯科診療
につなげました。 

本山町 

・地域ケア会議の定期的な実施、特に病院での事
例をとりあげ、多職種で情報共有を図りました。 
・ＭＳＷとの連絡会を定期的に行い、入退院の状
況を情報共有、また、入院時または受診時からな
んらかの支援が必要と思われる住民に対し関わり
を持っていくよう努めました。 

早明浦病院 

・認知症介護実践者研修や認知症介護リー
ダー研修に職員を積極的に参加させ、受講者
の復命研修や職場での実践・指導により職員の
レベルアップを図りました。 
・在宅生活がスムーズに行えるように家庭訪問
を行うとともに、多職種でカンファレンスを積極
的に実施し、本人、家族が安心して在宅生活 
に移行できるようケアプランに 
反映、また、サポートが円滑に 
行えるよう取り組みました。 

早明浦病院 

・病院や施設の見学、インターンシップの受け入
れ等を積極的行い、地域に残る若者や移住者
の確保に努めました。 
・嶺北就職相談会をはじめ複数 
の面談会に参加し、看・介護職 
員の確保に努め、採用にまでつ 
なげることができました。 

嶺北中央病院 

・地域包括支援センターと共同で、認知症講演
会を開催しました。 
・本山町包括、大豊園、嶺北荘と 
定期的に情報交換を行いました。 

嶺北中央病院 

・嶺北高校、看護学校に訪問し、本山町奨学金
制度の説明や、介護福祉士の看護学校受験の
支援を行いました。 
・当院の常勤介護福祉士の看護 
学校２７年度入学が決定しました。 

高知県看護協会（嶺北地区） 

各種研修会へ積極的に参加し、認知症患者に
対し適切に対応するために認知症を正しく理解
し、病院・施設における認知症患 
者のケアに必要な知識を学びまし 
た。 

高知県看護協会（嶺北地区） 

・個々の施設の可能な範囲で研修をオープン化
しました。 
・病院や介護施設等の実践現場での見学や体
験を通じて看護に関心を持ってもらう、多職種と
の交流を図り医療や看護について考えるきっか
けづくりとして、ふれあい看護体験を実施しました。 

中央東ブロック介護支援専門員 
連絡協議会（嶺北地区） 

・嶺北地区、連絡協議会を開催し、かかりつけ
医とケアマネジャーとの連絡・連携の状況につ
いて確認をとる等、連絡・連携に努めました。 
・情報提供や退院前カンファレンス 
への参加など行い情報共有を図る 
よう努めました。 

本山町社会福祉協議会 

・社協内事業者間の連携に努めました。 
・地域ケア会議に関係職員が参加しました。 

本山町社会福祉協議会 

嶺北地域人材確保育成検討会へ参加しました。 

本山町 

県立大学の先生方との関係を 
強化し、学生・ゼミ生の視察、 
インターンシップ希望者の受け 
入れを行いました。 

大豊町 

講演会を企画し、事業所等に参加呼びかけをし
ました。 

土佐町 

・フィールド医学事業に協力いただいている医師
とフィールド医学健診・健康長寿問診票の結果
に基づいたフォローが必要な方の情報共有を図
り、必要な場合には、医師による家庭訪問を依
頼しました。 
・事例に応じてケアマネ連絡用紙や電話での連
絡を取り合い、入退院時に医療機関（ＳＷや病
棟看護師長）と連携しました。 
 

大豊町社会福祉協議会 

・医療機関、施設等のカンファレンスへの出席は
もちろんのこと、社協からも積極的に情報提供を
お願いし連携に努めました。 
・勉強会、研修会へ積極的に参 
加し、職員間で研修内容を共有 
しました。 

大川村・大川村社会福祉協議会 

ケア会議にて個人のケースについて、各関係機
関、認知症の方へどのよう 
な関わり・支援が必要か等 
具体的に共有できてきまし 
た。 

嶺北中央病院 

地域包括支援センターと共同で、商工会議所、郵便局、営
林署にて認知症講演会を開催しました。 

高知県薬剤師会（嶺北地区） 

薬局、薬剤師が看視能力や支援力を発揮し、認知症の予防
から専門職へのつなぎ等、地域薬剤師として「役に立つ」存
在になれるよう努めました。 

嶺北地区介護施設 

・土佐町社会福祉協議会が実施する認知 
症の方を支えるプロジェクト講座に通年参 
加しています。 
・キャラバン・メイト養成講座へ１名が参加 
しました。 

本山町社会福祉協議会 

・地域見守りネットワーク推進会の設立により、地域ごとの会を
見守りグループで順次開催しました。 
・あったかふれあいセンターでの居場所づくりや、見守り訪問
を行いました。 

本山町 

・町内の事業所等で認知症サポーター養成講座を実施しまし
た。 
・「介護者家族の集い」への協力をしました。 
・地域見守りネットワーク体制づくりや会議への参加・協力を
行っています。 

嶺北中央病院 

２ヶ月に１回地域包括ケア会議開催しています。 

嶺北地区介護施設 

市民成年後見人として活動するため、市民後見人養
成講座を受講する等人材育成に取り組んでいます。 

本山町社会福祉協議会 

民生委員児童委員協議会定例会に 
おいて、行政との連携による研修会の 
開催及び参加呼びかけを行いました。 

本山町 

・病院職員と連携をとり、認知症サポーター養成講座を
行っています。 
・民生委員定例会へ定期的に参加し、認知症支援につ
いての継続した呼びかけや、民生委員の地域づくりのた
めの勉強会への参加、協力を行っています。 

大豊町社会福祉協議会 

・医療情報管理キットを利用した地域での見守り体制構築に
向け、整備を行っています。 
・あったかふれあいセンター事業で積極的訪問活動をする等、
見守り体制の強化を図りました。 
 

大豊町社会福祉協議会 

・民生委員を中心に複数回研修を開催しました。 
・単位老人クラブでの啓発活動を実施中です。                               

大豊町 

・認知症サポーター養成講座を開催し 
103名の方を養成することができました。 
・家族会は、１回/２ヶ月開催しています。 

大豊町 

・月１回の事例検討会を継続実施。必要に応じ医療機
関の職員にも参加していただくようにしています。 
・困難事例への多職種多機関を交えた対応を行ってい
ます。 

土佐町 

日常的な民生委員との情報交換・共有 
や、社協ネットワーク名簿に基づく民生委 
員との個別相談の実施、あったかふれあ 
いセンター職員との訪問ケースについて 
の情報交換等、日頃から情報共有し早 
期発見につながるよう取り組んでいます。 

土佐町 

・居宅介護支援事業所とのケース検討を実施しました。 
・認知症プロジェクト講座において、事例検討会を実施
し、多職種連携の重要性について認識を深めました。 

土佐町社会福祉協議会 

・包括支援センターと連携し、認知症の方の家族との座談会を

開催しました。 

・認知症サポーター養成講座、老人クラブと連携した歌声喫茶

での認知症学習会等、各種講座や会を実施しました。中でも

JAとされいほくの職員研修などキャラバン・メイトによる地域講

座を各地で行いました。 土佐町社会福祉協議会 

・民生委員児童委員協議会定例会での事例検討会や、
福祉推進員・民生委員の合同研修を実施しました。 
・あったかふれあいセンター等での情報を職員間で共
有し包括等につなげたり、あじさいネットへの情報提供
を行う等、連携に取り組んでいます。 

大川村・大川村社会福祉協議会 

・昨年に続き、認知症出前相談を開催し30名が参加しました。
参加の声かけを部落長、民生委員、 
介護保険事業計画策定委員としたこと 
で、男性の方の参加者が増加しました。 
・キャラバン・メイト養成講座へ３名が 
参加しました。 

嶺北地区介護施設 

・バスツアーによる合同面接会の企画、れいほく
田舎ぐらしネットワークへの求 
人情報の提供を行う等、積 
極的に人材確保に取り組み、 
面接会で１３名と面談、その 
結果介護職１名の採用に至 
りました。 



平成２７年度の取り組み 

医療・介護・福祉の連携の推進 

地域の見守りや支え合いの推進 

早明浦病院 
・認知症理解を深めるため、研修会等へ積極的
に参加し、また、家族や地域住民の方へ講演会
を開催する等、啓発活動を行います。 
・早期発見に向けた民生委員等との連携、また、
退院、退所前には多職種でカンファレンス・家庭
訪問を実施する等、医療機関や老健施設、居
宅サービス、家族等とも連携し、少しでも長く在
宅生活が送れるよう支援していきます。 

嶺北中央病院 
・本山町の各地区にて講演会を開催します。 
・保健師、MSWによる家族ニーズの把握、在宅
支援を進めます。 

高知県看護協会（嶺北地区） 
・認知症応用編等（現場からのＱアンドＡも含め
て）の研修会を利用していきます。 
・ふれあい看護体験やインターシップ等の受け入
れを行い、人材確保に努めます。 
・就職説明や嶺北就職相談会へ積極的に参加
していきます。 
・嶺北地域の中学生への出前講座を行います。                                          

大豊町 
・認知症ケアパス作成し広報への掲載や冊子を
作成し周知を図ります。 
・本山町、大豊町合同で介護職員初任者研修
を行います。 

大豊町社会福祉協議会 
・医療機関、施設等からのカンファレンスへの出
席はもちろんのこと、社協からも積極的に情報提
供をお願いしていきます。 
・勉強会、研修会へ積極的に参加し、職員間で
内容を共有していきます。 

土佐町 
・地域ケア会議の実施を具体的に進めます。 
・個別支援についてフィールド医学事業（健康長
寿の問診票、ご長寿健診）等での情報も共有し、
早期発見・早期対応に努めます。 

高知県薬剤師会（嶺北地区） 
・気づきノートを活用し、困りごとにより心強くなっ
た地域のネットワークで支えていきます。 
・「ずっとそこにいる、顔見知りの薬剤師」として、
講演会や相談会に出向いていけるよう取り組み
ます。 

土佐町社会福祉協議会 
・旧小学校区における座談会を開催し、認知症
の方の地域支援の状況等についてヒアリングを
実施します。 
・中学校福祉教育の一環として認知症サポー
ター養成講座を実施します。 
・老人クラブと連携し、認知症の方の歌声喫茶
等集いの場の利用を進めることにより、地域での
居場所づくりや支え合いを図ります。 

嶺北地区介護施設 
・合同面接会を実施し人材確保に努めます。 
・地域の小中高等学校と連携した長期的視点に
立った人材養成の方法を検討していきます。 

中央東ブロック介護支援 
専門員連絡協議会（嶺北地区） 

嶺北地区連絡協議会を開催し、かかりつけ医と
ケアマネジャー及び入院入所施設との連絡・連
携の状況について確認し、仕組みづくりについて
検討を進めます。 

本山町 
・多職種の参加する地域ケア会議を定期開催す
ることで、個別ケースの情報共有を図ります。 
・かかりつけ医とケアマネジャー等が互いに連絡
を取りやすいツール等を考えていきます。 

嶺北中央病院 
・本山町内各地区で講演会を開催します。 
・地域包括ケア会議に積極的に参加していきま
す。 

高知県薬剤師会（嶺北地区） 
民生委員等にも薬剤師の活動が必要と思っても
らえるよう、心の健康にも気配りし見守り活動を
行っていきます。 

嶺北地区介護施設 
・認知症サポーター養成講座への講師派遣の
協力をします。 
・キャラバン・メイト養成講座を受講し、講師の出
来るスタッフを複数養成していきます。 

中央東ブロック介護支援 
専門員連絡協議会（嶺北地区） 

認知症高齢者の支援について、状況や課題、困
りごと等について話し合う機会を設けます。 

本山町 
・町立病院、社協、民生委員など各関係機関と
定期的な情報共有ができる場づくりを行い、認知
症の早期発見、早期診断につなげていきます。 
・認知症サポーター養成講座を実施します。 
・基本チェックリストに町独自の項目を作成し、認
知症も含めた疾病の早期発見につとめ、予防事
業に取り組みます。 

大豊町社会福祉協議会 
・各種関係団体と協働した啓発活動を継続しま
す。 
・あったかふれあいセンターでの啓発活動の強
化及び見守り体制（訪問活動）を継続して行いま
す。 
・民生委員を中心とした地域での見守り体制（医
療情報キット）を充実させていきます。  

大豊町 
・サポーター１００人／年養成を目指し、認知症
サポーター養成講座を開催します。 
・認知症ケアパス作成の過程を通じて、住民・行
政・医療・介護の各々の役割と連携を確認して
いきます。 

土佐町 
・家族支援のための家族会を継続するとともに、
より発展的にできるよう検討していきます。 
・あじさいネットワークの活用により、地域での見
守りを強化していきます。 
・民生委員との情報共有及びあったかふれあい
センター職員との訪問ケース会等により、早期把
握に努めます。 

大川村・大川村社会福祉協議会 
・ケア会議を継続し、共通課題の抽出、検討を
進めます。 
・村内での一時的受け入れサービス等を検討し
ます。 
・各機関との協議の場を継続して設け、社協との
協議においては、介護保険との関連から、今後
の事業内容等を検討していきます。 
 

大川村・大川村社会福祉協議会 
・ケア会議にて各専門分野をいかせる役割分担
をおこない、認知症家族へ積極的に対応してい
きます。 
・認知症サポーターの養成を行い、認知症の知
識向上・普及啓発に努めます。 

本山町社会福祉協議会 
地域見守りネットワーク会議にて、地域の見守り
活動等について情報交換を行い、引き続き地域
の見守り強化に努めます。 


