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平成 27年度第２回 日本一の健康長寿県構想南国・香南・香美地域推進協議会 

日時：平成 28 年２月 22 日（月）18：30～20：30 

場所：中央東福祉保健所 ２階第２会議室 

出席者： 

（南国・香南・香美地域推進協議会委員） 

会長：寺田茂雄、副会長：中澤宏之 

委員：宮田敬三、宇賀四郎、宮野伊知郎（執印太郎の代理）、味元議生、今井一雄、稲本悠、小松

香代子、豊永三奈、細川公子、中村隆之、岩越愛弓、今井義則、中村洋子、福島富雄、原康

司、山内幸子、大石久美、中山繁美（川竹康寛、時久朝子 欠席） 

（事務局：中央東福祉保健所） 

所長：田上豊資、次長（総括）：鍋島克人、次長：河渕雅恵、健康障害課長：澤本貴代子、地域支

援室長：窪内悦子、地域支援チーフ：岩井玲子、地域連携チーフ：山本忠明、主事：山本怜、技師：

廣瀬絵理奈 

 

１ 開会の挨拶 中央東福祉保健所長 

２ 議事 

（１）部会報告 

① 健康づくり推進協議会 （澤本課長） 資料Ｐ２  

② 災害医療対策支部会議 （河渕次長） 資料Ｐ３～４ 

（２）地域医療構想の動きについて（情報提供）（山本チーフ） 資料Ｐ５～７ 

 

（寺田会長） 

今の説明だけでは、まだよく分からないという方が多いと思いますが、次の在宅医療・介護連携

推進事業と裏表の状態です。これも説明してもらった中で皆さんのご意見を聞かせてもらいます。

分からなかったらまたご質問をお願いします。 

 

（３）在宅医療・介護連携推進事業について  

   ①事業の概要と推進体制 （原康司委員：三市在宅医療・介護連携推進事業実施検討会会長） 

資料Ｐ８～９            

（寺田会長） 

療養病床再編ということで、有識者が集まって検討し、今の段階では、厚労省案でいうと内包型と

医療外付け型の２形態を提案しています。それが６ページにあります。 

 内包型というのは、医師が施設内に居て、看取りまで診るというようなかたちの入院施設です。医

療外付け型は、分かりやすく言うとサ高住みたいなものです。診療所と病院の隣に居住空間としての

スペースがあって、外から医者が見守るということです。今後何がおこるかというと、療養病床が少

なくなり、在宅へ帰る人がかなり増えるのではないかということで、８ページの在宅医療介護連携推

進事業で、そういう方たちの受け皿というものをつくらなくてはならないということです。平成 30

年４月には市町村が実施しないといけないことが法律で決められたことから３市でこの検討会を立
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ち上げたということです。在宅医療・介護連携推進事業は、これから取り組んでいくことになります。 

 問題は、患者さんが発症した場合、急性期病院から退院になった、その退院調整で、在宅あるいは

施設、受け皿がなかなかない場合はどうなのか、介護認定を受けてからどうするか等、利用者の方の

ご意見がどうなのかが一番大事だと思います。 それから、すでに在宅療養されている方で、果たし

て往診をされている先生がいるのか、訪問看護ステーションから来てくれているのか、あるいは急変

した時の入院の問題や施設に入りたいというような事がちゃんとできるかどうか。地域包括の方々か

ら問題点を発してもらって議論してもいいかもしれませんが、原委員ご意見ございませんか。 

 

（原委員） 

 この８つの事業を進めるにあたりましては、まだ始まったばかりというのがあります。そして田上

所長からも高知市が進めていくというお話がありましたが、県内でもあまり取り組んでいるところが

ないというところです。この８つの事業を進めていくなかで、例えば、アの地域の医療・介護資源の

把握という手の付けられるところからまず取り組み、他のちょっとぼやっとしているとことについて

は、他県で取り組んでいるような例も勉強しながら徐々に進めていくということを我々としては求め

ていくところです。 

 

（寺田会長） 

 香美市はどうでしょう。一つは、療養病床が少なくなる問題と、在宅医療・介護の問題、推進がう

まくいくかどうか、そういったことも含めて。 

 

（中山委員） 

 香美市も療養病床等が多いので、色々と問題点もありますが、医師会の先生方と一緒に、連携をさ

せていただきまして、在宅医療・介護連携については取り組んでいきたいと思います。また、予算も

計上もし、査定もとおっておりますので、委託は是非していただいて在宅医療や介護連携に関する相

談支援の方のコーディネーターの配置もまたよろしくお願いしたいと思います。 

 

（寺田会長） 

 香南市はどうですか。 

 

（大石委員） 

 南国市、香美市と一緒に協議をさせてもらって、同じ状況にあります。今後とも医師会の先生方に

もご理解ご協力を頂けるということで、大変心強く思っております。 

 予算についても計上しておりまして、３月議会にあげるようになっております。在宅医療・介護の

連携というのは、地域包括ケアシステムの中でも重要な部分となり、今後外せないところとなってま

いりますので、一緒に考えていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

（寺田会長） 

 在宅医療について特化して話しをしたいと思います。アのところ、まず医療資源介護資源の調査が

必要だと思います。ここから始めるしかないかなと思います。 
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 もう一方で、大事なのは、コーディネーターですね。核になる人を採用してその方を中心に、アか

らクまでの事業を一つ一つ解決していく形になろうかと思います。これについては、中央東福祉保健

所の方々に接着剤になっていただいて多職種の方達と連携しながらこれを進めていくことになろう

かと思います。医師会だけではこの在宅医療はできませんし、介護とリンクしないとでき上がってい

かないシステムだと思います。 

 もう一つ、エの情報の共有・支援については、後で宮野先生の方から説明がありますが、ＩＣＴ化

によって、在宅の患者さんをいかにフォローして行くかということを説明していただきますが、これ

も含めて今後やっていかなければならないことです。 

また、オの研修については、これは既に在宅医療・介護の研修、多職種でやっています。南国市の

中澤先生がやっておられたところへ香美郡が相乗りするかたちでやっております。今後もこの事業の

中でやっていくことになると思います。在宅医療・介護連携推進事業について質問がないようなら、

次の説明をお願いします。 

 

②連携部会の報告 （山本チーフ） 資料Ｐ10 

 

（寺田会長） 

 医師会としては、まずどこから始めるかというのは、医療・介護のサービス資源を調査することを

取り組むしかないと考えています。このことについては、コーディネーターにある一定ここに関わっ

て動いていただかないと思っていますので。今後、コーディネーターの方を早く配置する必要があり

ます。三市の担当の方どうですか。我々としては受けることは受けて調査もしますけれど。 

 

（原委員） 

 ８つの事業をそれぞれやるにあたっては、どういうところから始めるのが一番取り組みやすいのか

といったところを検討しているところです。最初は出来るだけ無理の無いような形で、コーディネー

ターの方が動きやすいものにしておく必要があるのではないかというところを視点に、今考えている

ところです。 

 

（中山委員） 

 香美市です。まずはコーディネーターの方を決めるのがなかなか大変だと思いますが、コーディネ

ーターさんがある程度決まったら、その方に動いていただくようになろうかと思います。４月から委

託という形になろうかと思いますが、すぐにはコーディネーターの方をどの方にするのかとか、医師

会の先生方にもお聞きしながらしなくてはいけないと思います。地域の医療や介護サービスの資源の

把握につきましては、ある程度包括の方でも把握しておりますので、こういったことをしていただき

たいというような要望もさせていただきたいと思いますので、また一緒に協議をしていただきたいと

思います。 

 

（大石委員） 

 状況的には同じですけれども、検討会が立ち上がったところですので、今後細かいところの詰めを

三市でして行きたいというように考えています。コーディネーターさんの配置というところで、人選
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が難しいということもあろうかと思いますが、配置をしていただいてから細かなところの詰めをさせ

ていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

（寺田会長） 

コーディネーターの方をなるべく早く決めたいなと思うんですけど、こちらも検討しながらやりま

すので、三市の方も医師会に対してこうしてほしいというのがあれば、前もって言っていただければ

それなりに対応することになろうかと思います。 

 

③福祉保健所からの情報提供 

他県で実施した「退院調整のルールづくり」に向けて実施した取り組み紹介 （窪内室長） 

資料Ｐ12～15 及び別紙                 

（寺田会長） 

 管内で急性期を診ている医療機関は、ＪＡ高知病院と野市中央病院があります。その他、もちろん

医療センター、日赤、近森等に行っている人も多いと思うので、そこから先の退院支援等をどのよう

にやっていくかということが課題だと思います。とりあえずのところは管内でやるのが一つの方法だ

ろうと思いますけれど。ＪＡ高知病院の状況をお願いします。 

 

（中澤委員） 

 ＪＡ高知病院さんも先日第１回の地域医療連携交流会を開催しまして非常にたくさんの土長郡医

師会香美郡医師会の先生方が参加していただきました。ＪＡ高知病院さんからは、断らない医療とい

う院長の力強い言葉もお聞きしました。今後は、特に、地域包括ケア病棟もできたということで、受

入れが確実に上がってくると思いますので、我々も急性期後の受け入れをきちっとして、在宅・居宅

に帰していくというような逆紹介の流れを作っていかなくてはと思っております。今よりも確実にそ

の流れは出来てくるんじゃなかと思います。 

 

（寺田会長） 

 管内のことではそういうことです。日常の医療で往診医の不足がありますが、この辺のところは

我々が調査するしかないと思います。両医師会が調査してどの地域にはこの往診医がいるというある

一定のデータを出さなければいけないと思っています。 

 一方で住まいのこと、施設サービスやその空床の問題とかそういったことも含めて調査した中で、

どこから手を付けるかということになります。説明にあった徳島の事例では、調査することにより問

題点が分かったこともあります。だから、この様な形で調査した中で、どこが問題なのかというのを

抽出して、その課題に対応していくというのがベストではないかと思います。とにかく、どこから始

めるかが大事ですね。 何か質問ご意見ございますか。 

 

（宮田委員） 

 私が疑問に感じているところは、６㌻に医療内包型というのがありますが、療養病床を廃止して医

療内包型にもっていくということであれば、医療内包型は医療療養病床とどこがどう違うのか。医師

がいて急性期に対応して、要するに看取りまでやる、当直体制もあるという、現在の療養病床との差
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はどこにあるんでしょうか。 

（中澤委員） 

 この内包型は、療養病床よりももっと施設基準がゆるいとい言えます。その他、今言われているの

が、今の既存の施設を利用してそれができるということで、新しく建てるのではなく既存のものが施

設転換できるようになっています。実際はまだ入居費用とか自己負担額等全然決まっていません。ま

た、ニーズがどれだけあって、高知県で、入居がどれだけ進むか等不透明な中では、まだ、病院経営

者としては、そういうところには踏み込むまではいっていない、様子見の段階だと思います。これか

ら詳しいところが出てからだんだんと煮詰まってくると思います。   

  

（寺田会長） 

 補足しますと、医療内包型というのは、いわゆる特養を想定していただければわかりやすいと思い

ます。特別養護老人ホームに近い状態です。特養というのは本来外付けのお医者さんですけど、それ

が中にいるという形ですね。今までどおりやるには、介護報酬医療報酬の問題とか人員基準とかそう

いったことが決まっていませんので、まだかなりの問題を抱えています。どう違うかと言われたら、

今までのものよりもクオリティーが下がるのではないかといった問題も考えられますので、果たして

病院が特養になれるのかというようなことです。 もう一方で、サ高住があります。サ高住というの

は介護付きの老人用マンションです。これは医療外付けです 

 また、介護療養病床が平成２９年度に廃止決定ということで、その人たちをどうするのか。利用者

の方とかあるいは実際の現場にいるケアマネさんとかそういった方々の意見も聞いておかなくては

と思い順番にお伺いしたいんですけど。いかがでしょうか。 

 

（中村洋子委員） 

 今ちょうど私の周りに酸素吸入をしている人がいます。奥様が腰が痛くて十分に介護ができないと、

たまには休みたいということで、ショートを申し込むことがあったんです。認知も出てきたし、自分

で酸素ボンベの管理が出来るかどうか、それによって施設では、受け入れるところと受け入れないと

ころがあるということで、今あたっている途中です。これをみていたら、特養にもし医師が配置され

たら、そこへ行けるかなあと思ったことでした。療養型で見てくれるのではと言ったら、介護度１で

は受け入れてくれないということで。そうしたらどこへ行くのと聞くと、病院も退院したからほんと

に悪い場合は受け入れてくれるけど、そうでなければ受け入れてくれないと。特養も受けたり受けら

れなかったりだそうで、今当っている施設も検討中で返答をもらっていないそうです。今言われたよ

うに内包型というのができて医師が配置されたら受けれるのかなと、先ほどからずっと考えています。 

 

（寺田会長） 

 特養や老健は介護度が４とか５のように高くないと入れてくれないないですね。介護療養病床は医

療するところではありません。ですからそこへは入れてくれない。医療療養病床は一応可能です。ど

んな介護度でも大丈夫です。今の医療療養病床がそれなりの今までどおりやってくれないと、おっし

ゃるような介護度の低い方は入院できません。人工透析なんかもそうですね介護度は低いです。認知

症の方も介護度が低いと入れないんです。これをどうするかというのはまた別の問題ですね。これか

ら議論しなければならないと思います。 
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 例えば今の、医療療養病床については今言いましたように、残れば入れると思いますね。今の特養

は入れませんよ。重度の方をセレクトしていますので。 

 

（中村洋子委員） 

 入るというよりはショートを利用したいということですので。 

 

（寺田会長） 

 ショートの場合は、老健の場合は一応受けていると思います。ショートの場合は何床もないのでい

っぱいだとなかなか入れないと思います。ケアマネがそういったことは分かると思いますが、どうで

すか。 

 

（岩越委員） 

 ショートステイでも施設によってここまでは受入れらるけど、ここまでは受け入れられないという、

差があります。おっしゃっている在宅酸素の方でも、老健で受け入れるところもあれば難しいといわ

れることもあったり、あるいは、ショートとしては受けいれるけれども、長期入所となると難しいと

言われたり。本当に一つ一つ問い合わせをしていくしかないような状況です。 

 

（寺田会長） 

 そういうことを調整するのが、我々の在宅介護のコーディネーターになります。コーディネーター

の方がここだったらと、調整してくれる。それを今作ろうとしている。 

 南国市の今井さんご意見をお願いします。 

 

（今井義則委員） 

８ページに記載しているキの地域住民への普及啓発というのが、今までもあったんですけど、それ

ほど具体的はなかったように思うんです。このことに限らず、例えば防災のことにしても、いろいろ

やるんですけどその内容をみんなが知っているかというと知らないというように思うんです。普及に

対するパンフレットやチラシ、シシンポジウムなどもやっているんですけれども、その内容について

はよく知られていない。こういった会議等に出た方は分かるんですけど、それ以外の方はよく分かっ

ていないんじゃないかという気もするんです。そういう面にも力を入れてやっていただきたいなと思

います。 

 

（寺田会長） 

 地域住民への普及啓発は、在宅医療と介護で、おうちで居られますよということを啓発していくと

いうことです。いろんなシステムを作り上げることができれば、おうちで居られますよという啓発が

できるということです。そういう風な流れの中で啓発はしなければならない。福島委員どうですか。 

 

（福島委員） 

 私も素人ですので、いろんな会へ出ていく中で、やっぱり他人ごとになっている会がものすごく多

くて、いかに自分事にしてもらうかというのをすごく考えています。昨年の１２月に医師会の主催で
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医療カンファレンスの研修がありまして、私も脳卒中の当事者としてお話をさせてもらいました。終

わった後でお医者さんが「福島さん。患者さんの話しを僕らが聞くことは無いんです。」「え?どうし

てです？患者の話しを一番効くのが先生じゃないんです？」と聞くと「いや、福島さん、病気の話し

はするけれども、その病気になってどう生きていくか、そういう話はまったくしません。だから良い

話しを聞かせていただきました。」と言われました。 

 それからこの１月に１００人を超える作業療法士とか理学療法士がいる病院で、話したときも同じ、

また、１月にデイサービスの運営会議に出させてもらったときも利用者の声を聞いたことがないと同

じことでした。えらい先生方ばかりがおられる中でどうしてこんなにも当時者の声が上がっていかな

いのか。びっくりしています。 

 地域包括ケアが前に進むためには、患者さんや利用者さんの声を聴いていただき、自分のことにし

ていただくことが一番いいのではないかと思います。 

 

（寺田会長） 

 この協議会でもそういったことを念頭に置いて、アからクまでの普及啓発も含めて、利用者の方の

あるいは患者さんのご意見、立場に沿ったことを今後も検討していただきたいなと思いますし、医師

会としてもそういう部分では協力したいと思います。 細川さんご意見はありませんか。 

 

（細川委員） 

 私は団塊の世代ですので、自分のこととして考えます。今は一人で生活していても、具合が悪くな

って入院して、その後在宅なったときにどのように医療と介護が連携していけるのか、また、栄養師

として、私たちがどう地域に貢献できるのかと考えます。私たちは小さな会ですのでなかなか連携と

か、こちらから発信できないということがあるんですけど。その辺を勉強させていただいてなにか糸

口をつかみたいと思っています。それで３月１０日に岩越委員さんに講師で来ていただいて、勉強を

するという段階です。 

 

（寺田会長） 

 わかりました。栄養士会の方は何が問題かというとやはり、在宅療養の食の問題だと思います。も

う一方で口腔ケアの問題ですね。そこのところが出番だと思いますので。 

 

（細川委員） 

 そうですね。それから、啓発事業みたいなものにも是非声をかけていただいたら、参加できるんじ

ゃないかとか思います。まだ、どういうニーズがあるのかつかみ切れていないところがありますので、

コーディネーターさんからヒントとか助言いただければ私たちもありがたいです。 

 

（寺田会長） 

 わかりました。続いて豊永さんどうですか。 

 

（豊永委員） 

 訪問看護として感じるのは、寺田会長が先ほどおっしゃられた退院前カンファレンスについては、
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実際はだいぶ参加の依頼がくるようになりまして、退院支援の連携とかがスムーズになってきたと感

じております。 

 

（寺田会長） 

 そうですね。少なくても訪問介護をちゃんとしてくれないと、おそらく急性期病院からの退院がフ

ォローできないことになりますね。主治医の先生は近くの先生にお願いして往診ということになるか

と思いますが、そこにまたリンクするＩＣＴの問題があると思うんですが、後で説明したいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

（豊永委員） 

 ＩＣＴはすごく楽しみにしています。 

 

（寺田会長） 

はい。小松さんどうですか。 

 

（小松委員） 

 看護協会は教育を主にやっている機関です。退院調整ができる看護師の教育や在宅を目標にどのよ

うに看護計画を立てていくか。また、介護との連携、多職種との連携を病院や施設で働く看護師がど

のようにやっていくか。また、管理職の方には、地域包括ケアの病棟の看護をどのようにやっていく

のかといったこと、また小さな部分では、実際の患者さんの看護についても考えていけるような、そ

ういう研修を中心にずっとやっています。 

 最近何年かは県からの委託も受けて在宅看護の研修も実施しています。受講については、手上げの

自由参加という形なんですが、施設それぞれに声掛けをして何名か出しなさいというような形で呼び

かけをしている状態です。 

 

（寺田会長） 

 看護協会にお願いしたいのは、訪問看護ができる看護師さんを育ててもらいたいんですね。訪問看

護ステーションの訪問看護師が少ないと在宅療養ができません。もう一つは２４時間対応という問題

がありますので、こういった問題は訪問看護ステーションに看護師一人二人では無理ですし、自分行

って自分やって自分で判断できるといったスキルが必要になります。ですから、一定の病院におられ

ただけでは話にならないと。ある程度スキルアップしないと無理だと思いますので。そういった部分

は今おっしゃられた教育研修等やっていただきたいなと思います。 

 

（中澤委員） 

 土長郡医師会も訪問看護ステーションをもっておりますが、この地域だけでなく、やや広域にやっ

ているのが現状でして、嶺北等の中山間地域にも補助金をいただいて訪問しているような状態です。

何よりも地域包括ケアシステムの往診医と両輪となってやらなければいけないと思っておりますか

ら、医師会のステーションが果たす役割は大きいと思います。こういった事業にも積極的に参加して

行きたいと思っております。 
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（寺田会長） 

 時間も限られていますので、薬剤師会の稲本さん 

 

（稲本委員） 

 薬剤師会としては訪問ですね、訪問についてはまたこれから人を増やしていかないといけないと感

じております。また、退院前カンファレンスの話しもありましたが、現状ではまだ日時が合わなくて

参加できてないことが多いんですけど、これから病院の薬剤師さんとの連携も進めていきたいと考え

ています。 

 

（寺田会長） 

 歯科医師会の方ではどうでしょうか。 

 

（味元委員） 

 歯科医師会の方としても、こういった事業でどういった役割を果たさなければならないかというこ

とがすごく重要になってきます。最初の方に報告がありましたように、歯科医師会でも在宅歯科連携

室という取り組みを、最近積極的に行っております。ただ、去年の利用者は南国が４件で香美香南が

１件ということで、まだまだ皆さんに知られていないのかなという気はします。在宅の需要はあると

思うんですけど、なかなか連携がとれていないと感じていますので、多職種の方ももし需要があれば

こちらの方を利用していただけたらなと感じています。 

 

（今井一雄委員） 

 地域包括ケアシステムの構築に向けての別紙を見ると、地域の医療機関、日常の医療、生活支援、

介護予防、ケアマネジャー、居宅サービス、施設サービスとありますけれど、これについて一番よく

分かっているのは、ケアマネジャーだと思います。ケアマネジャーは個人の情報や事情をよく分かっ

ていますので、こういうケアマネジャーのような人にコーディネーターをやってもらうというのがい

いと思います。それから、以前は香南市は香南市で地域包括ケアシステムを作るという話だったんで

すが、いつの間にか三市になっているんですけれど、ちょっと三つは広すぎるというのが私の感想で

す。 

 

（寺田会長） 

 広域すぎるという話ですが、市町村が補助を付けるということになっています。しかし小さなとこ

ろではなかなか難しいと思います。三市が合同でやって初めてそこそこのものができるであろうとい

うのが考え方で、保健所管内での話でないと、個々の市が一人でやるというのはなかなか厳しいと思

います。その辺は、南国香南香美市はどうでしょう。 

 

（原委員） 

 寺田会長のおっしゃるとおりで、我々南国で今 65 歳が 1 万 4 千人程度、この人数で南国市が単独

でこの事業を行うというのは規模的に大きすぎるのではないかと思います。おそらく国がこの事業を
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想定するにあたって考えられている規模からいうと我々の規模は小さいのではないかというような

こともありまして、三市でいっしょのやろうではないかということになったのが一つあります。 

 

（寺田会長） 

 個別にやるのが理想ですけれど、予算とかのことも考えると、個別の市で、小さなところではなか

なか難しいということです。しかも保健所管内でやるということは一つの理想だと思います。また、

地域もこういった形で参加してくると思います。そういったことでご理解いただければと思います。 

  

（４）認知症対策の取り組みについて 資料 P１６～２９ 

  

（山内委員） 

 南国市では県のモデル事業として認知症の初期集中支援のモデル事業を行っています。サポート医

には、南国病院の中澤先生にお願いしており、チーム員として南国病院の看護師と精神保健福祉士の

方になっていいただいています。また、包括支援センターの方は主任ケアマネジャーと保健師がメン

バーとして加わっています。具体的な流れとしては、包括支援センターが地域の一般住民あるいは民

生委員等、色々な方から相談を受け、その相談の中から認知症が疑われるケースで、かつ初期の場合

や困難ケースでなかなか医療や介護に結びついていない方をピックアップして、適切な医療・介護に

結びつけるといった支援をしているところです。 

 先ほども普及啓発できていないというご意見もいただきましたが、まだモデル事業の段階ですので、

一般の方にはあまり広報していません。今年のモデル事業を踏まえて、来年からは本格開始と思って

いるので、その際には広く広報しますので、対象者がもっと多く出てくるのではないかと思っていま

す。今までかかわったケース約６件ですが、来年からはもう少し対象者がきちんと拾い上げられるよ

うなシステムづくりといったところも課題であると考えています。 

 

（寺田会長） 

 香南市香美市は初期集中支援チームはどのようになっているでしょうか。 

 

（大石委員） 

 香南市は２９年度から取り組むようになっている。今職員の方が研修を受けている段階です。 

 

（中山委員） 

 香美市も南国市と同じようなかたちで認知症の初期相談支援体制づくり事業を県のモデル事業と

して平成２６年度から２年間補助金をいただき、同仁病院に委託をして実施しております。認知症の

専門相談支援体制ということで随時のケース相談、助言、事業検討のスタッフの連絡会を年５回やっ

ております。また、認知症の講演会ということで、同仁病院の猪谷先生に講演していただいて「認知

症になっても地域で暮らせるためには」、というテーマで去年の１０月に講演会を開催し３４名の参

加がありました。２８年度から認知症の初期集中支援体制づくり事業が移行し、認知症初期集中支援

推進事業に香美市も取り組んでいきたいと思っています。これについても同仁病院への委託を考えて

います。訪問対象を把握してチーム員の検討会議を行い支援を実施していく予定です。モニタリング
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や検討会等を行い、だいたい６カ月の間に相談が終わるような形の取組みになろうかと思います。 

（中澤委員） 

 この事業も市町村の事業で平成３０年度までには実施しなければならないということで、モデル的

に南国市では当院が委託を受けているわけですけれども、初期集中支援の初期というのは、認知症が

軽いということではなく、関わりの初期、ファーストステップ、ファーストタッチという意味での初

期ということで、本当に軽度の方から困難事例まですべてが対象になります。本来ならサポート医が

チーム員に入らないといけないんですけど、私の場合サポート医ではなく専門医として入っています

が、いずれはサポート医をとろうと思っています。いくつかの基準はあるのですが、とりあえずはそ

ういう形で、精神科医やサポート医や専門医等が関わりながら始めているところです。ファーストタ

ッチ、ようは全然医療や介護にかかっていない方を早期発見して医療介護に結び付ける。だいたい３

回ぐらいのチーム会議を経て、かかりつけ医なり専門医の方に診ていただいたら、後は、チームとし

てはモニタリングをして経過観察をするというような形で、医療介護にかかっていない人の発掘をす

るということが一番の目的だと思っています。まだ私達南国市も始めたばかりですので手探り状態で

すので、いろんなところのご意見も聞きながら本格実施に向けて今頑張っているところです。 

 

（寺田会長） 

 認知症の初期集中支援チームというのをご存知でしょうか。初期とついているので、認知症の病気

の初期という風にとらえがちですが、認知症の初期というのはどこからというのが難しいです。本来

ならば、本当の認知症の初期の方を拾い上げて早く介護や医療に結び付ければそれなりに進行度が遅

れるということになりますので、本来それが目的だと思います。しかし、中澤先生がおっしゃったよ

うに、実際ファーストタッチは困難事例が多くなってしまうと思います。包括支援センターでも一番

困っているのがこの辺です。いきなり困難事例を扱うことになります。そうするとどこから手を付け

ていいのか分からない。その辺の問題も含めてこの初期集中支援チームの役割は必要であると思いま

す。ただスタッフの問題があって、医師の場合は認知症サポート医以上でなければならないので、も

し必要ならば言っていただければサポート医は誰ですという話にはしたいと思います。 

 中村さんご意見をどうぞ。 

 

（中村隆之委員） 

 認知症についてですが、今一番困っているのは民生委員です。地域の人が「あの人おかしいよ」と

言って声をかけてくれても、本人に声のかけようがないです。「あなたおかしいですよ」とは言えな

い。民生委員は大変です。あらゆる人がいて、どこへつないだらよいか、山内所長からの話もありま

したが、我々がつなぐのはどこなのか。安心サポートセンターや地域包括支援センターだと思うんで

すが。民生委員同士で今何ができるかということを悩んでいて、この間も日赤の看護師の松高ゆりさ

んに来ていただいて、どんな接し方をしたらいいのか勉強をしました。どんどん支援したい人が増え

るんですけど、民生委員だけではとてもじゃないがカバーしきれないのが現状です。そこで、南国市

の社協の方にお願いしているのですが、各地区に地区社協があり、会長がいます。その下には福祉委

員がおります。民生委員の前で情報をいただける方を作っていただければ、民生委員の負担は軽くな

る。また、もし民生委員に情報をくれる福祉委員になっていただくとしても、その活動費はどうなる

のでしょう。せめてボランティア活動の保険はかけてあげたい。 
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 以上のことから、民生委員だけでは認知症のことについては取り組むのは難しいということです。 

また、三市民生委員の代表として私が出ているんですが、香美市の会長、香南市の会長お二人に資 

料が届けられるのであればお願いしたいです。私だけが聞いて帰ってもどうにもならないので。 

 

（寺田会長） 

 明日葉会さんはどうでしょうか。認知症の患者さんなどの相談はありますか。 

 

（中村洋子委員） 

 私どもは包括支援センターの方へ繋ぎます。一般の受講者の方は、本当にどこへつないでいいのか

分からないので、以前サポーター養成講座で、包括支援センターへというようなことをお伝えしてい

ます。 

 

（寺田会長） 

 我々もオレンジドクターというのをシステム化しておりますので、つないでいただければある一定

の相談にはのれるのではないかと思います。例えば血圧や糖尿病でかかっている方が、オレンジドク

ターという名前がついているところの先生にかかっていると、認知症のことをある程度ご存知ですの

で、相談対応はしてくれると思います。 

 もう一方で地域包括の問題、専門医療センターそういったところにもつなげられる制度があります

ので、そのことについても啓発してもらわなければならないと思います。そういった形で民生委員の

方にアドバイスしてもらいたいなと思います。 

 認知用初期集中支援チームの話しはこれで終わりたいと思います。 

 

（５）ＩＣＴについて（情報提供）  

   医療と介護の連携システムについて説明 （高知大学附属病院地域医療連携室 宮野氏（執

印委員代理）  資料 P３１～３３ 

 

（寺田会長） 

これは、リアルタイムに患者さんの情報を共有することができる道具です。それにより、現場に医

者がいなくても、居ることと同じようになるということです。また訪問看護ステーションの看護師さ

んが自分で判断するのが難しい時などは、医師に問い合わせることが可能です。病状が変化している

場合にはどうしたらよいかという話ができる。こういったことをこのツールを使って、在宅に居ても

安心して生活ができるというもので、今はまだ開発段階でモデルとしてやっているところです。実際

の運用は来年などになりますが。宮野先生いかがでしょうか。 

 

（執印委員代理宮野氏） 

 一番は情報共有、コミュニケーションですので、共有する連絡票というところの画面等が使いやす

いと思います。そこに写真や動画が掲載でき、見ればわかるということができる。例えば褥瘡の写真

を撮って状況を共有できるといった形です。セキュリティについては厚生労働省か推奨しているもの

以上のものをセッティングしておりますので、このソフトを使って写真を撮ったりしても、データは
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全て大学のサーバにあって端末には残りませんので、端末を落としたりしても見られない。仮に落と

したとしても、遠隔操作で使用できないようにするセッティングにしていますので、セキュリティ面

も大丈夫だと思います。 

 また、メッセージ機能も付けており、ＬＩＮＥのようなやり方で短文でやり取りできるので、敷居

の低いやり易いコミュニケーションにつながるのではないかと思います。 

 また、スケジュール管理等も、介護系のケアマネさんが利用しているソフト等との連携も開発して

おり、ケアマネさんが持っているスケジュールなんかを貼り付けできるように開発していますので、

多職種の方、訪問している方のスケジュールが分かるということで、連絡が取れやすくなると思いま

す。 

 

（寺田会長） 

 質問はありますか。セキュリティの問題は大丈夫だということですが、申し込みや誓約書等セキュ

リティついてのこと等あります。個人情報等いくつか課題はあると思いますが、使い勝手がいいよう

に改善してバージョンアップしていくことになろうかと思います。 

 こういったことで、今後使いながら回して行こうと思います。 

 

（６）ケアマネジャーとかかりつけ医の連絡票について （岩越委員）資料 P３０ 

 ・運用開始についての周知 来年度からの活用を目指している。 

 

（寺田会長） 

 これは医師とケアマネジャーとの連絡票ということで、この前医師会にも説明いただきまして、了

解をいただきました。今後こういったものを活用しケアマネジャーさんにもある一定の安心感を得る

ようなことにしていただきたいと考えています。 

 

（７）高知家お薬プロジェクトについて（情報提供） （稲本委員） 資料Ｐ３４～３６ 

 

 （寺田会長） 

 かかりつけ薬局というのは今後大事なことになっていきます。また今後、この取り組みについて報

告してください。 

 

（８）その他 

事務局からの連絡事項 

 ・リーフレットの作成について 

 ・委員の任期について 

 ・次回推進協議会開催日程について 

３ 閉会の挨拶 （田上所長） 


