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平成２６年度第１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 26 年 10 月６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） 

 寺田茂雄会長、中澤宏之委員、宮田敬三委員、宇賀四郎委員、宮野伊知郎氏（執印太郎委員の代理）、 

今井一雄委員、小松香代子委員、岡田多美委員、細川公子委員、川竹康寛委員、中村隆之委員、岩越愛弓委員、

今井義則委員、中村洋子委員、鍵山隆司委員、原康司委員、山内幸子委員、島村千春委員、凢内一秀委員、 

時久朝子委員（味元議生委員 欠席） 

 （事務局：中央東福祉保健所） 

田上豊資所長、鍋島克人次長（総括）、川崎敏久次長、宮地淳子健康障害課長、岡田富美健康増進チーフ、 

中井弘子地域支援室長、窪内悦子地域支援チーフ、池田由美地域連携チーフ、安岡典子主幹 

 

１ 開会  

開会挨拶 

（田上所長）ケアマネとオレンジドクターとの医療と介護との連携体制作りについての取り組みなど着実に進ん

でいる。いろんな取り組みの紹介をいただきながら進めていただきたいと思う。もう一点、後ほどお時間をい

ただき、社会保険保障改革の大きな変革期にあり、国全体でどういう動きになっているのかということをプレ

ゼンテーションさせていただき、そのことも踏まえてご議論いただきたい。 

２ 南国・香南・香美地域推進協議会委員改選について 

委員の改選の年になっており新たな委員になられた方、川竹次長、岩越会長、山内所長、時久班長の紹介。 

紹介した４名以外の委員さんには再任お願いしています。 

会長、副会長の選出。会長は寺田委員、副会長は川竹委員。 

３ 議事 

(1)部会報告 

 （寺田会長）それでは議事次第についてまず、部会報告について口頭で、各部会の開催状況について報告をお

願いします。 

   健康づくり部会について報告(事務局：宮地課長) 

   危機管理部会について報告(事務局：川崎次長) 

   普及啓発部会について報告(事務局：窪内チーフ) 

(2)社会保障制度改革(医療と介護)について 

(寺田会長)続いて社会保障制度改革（医療と介護）について事務局、田上所長より説明 

(田上所長)資料Ｐ５～７説明 

(3)医療・介護・福祉の連携推進について報告 

【テーマ①】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 

（寺田会長）ひき続き、医療・介護・福祉の連携についての取り組み報告及び意見交換に移ります。 

まず、テーマ①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です。 

（岩越委員）かかりつけ医とケアマネジャーを中心とした医療と介護の連携体制づくりについて資料Ｐ８～

９説明 

（寺田会長）連携に関連した各団体の取り組みについて報告をいただきます。 

（中澤委員）土佐長岡郡での取り組みについて資料Ｐ10 説明 

（宇賀委員）香美、香南、南国全部が南国市に任せている状況です。今日の協議会を参考にして自分たちの今
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後の方針を見つけたいということで考えている。資料Ｐ10 説明 

（山内委員）南国市地域包括支援センターでの取り組みについて資料Ｐ11 説明 

（島村委員）香南市地域包括支援センターでの取り組みについて資料Ｐ11 説明 

（寺田会長）（かかりつけ医とケアマネジャーの連携の取り組み報告に関するコメント）先ほどの連絡票、ケ

アマネジャー等かかりつけ医の連絡について今まではケアマネタイムという形でやっていたが、こうして利用

しないとケアマネからのアプローチがないと難しかった。こういう形で今後運用されていく事を期待したいと

思う。これはひとつのツールであるという事で、これに縛られるのではなく、直接今まで通り面会をして受診

に同行してくださる、できればそれでかまわない。そういったきっかけが無いケアマネにとっては、こういう

ツールの連絡票があるということは非常に心強いのではないのかと思う。すでに連携が取れている方は、わざ

わざこれを使わなくても、そのまま受診に同行していただくのは大歓迎ですので、是非いろんな方法で連携を

とっていただければと思う。              

認知症初期集中支援連携体制づくりへの取り組みについて、寺田会長のコメント 

（時久委員) 香美市地域包括支援センターで香美市が取り組んでいるモデル事業の報告(資料Ｐ12 説明)      

（寺田会長）この名前が認知症初期集中支援連携体制、「初期集中支援」これ「認知症の初期」と書いてある

けれど、なかなかこれを初期の人が初期の時にピックアップできるのかが問題であると思う。もうひとつは包

括がなかなか忙しい中でどこまで機能するかというのが問題です。包括は、認知症の困難事例が相談に挙がっ

ていることが多いと思うが、場合によってはそれも含めてやらないといけないのかなと思っている。今後モデ

ル事業を評価する機会があると思う。国の認知症初期集中支援チームにはアドバイザーとしても医師がピック

アップされるがその要件が専門医かつサポート医という事があるけれど、なかなかサポート医、専門医は少な

いです。県はモデル事業に取り組む医師の要件をサポート医あるいはオレンジドクターでもＯＫにしているの

でアドバイサーとしたら同仁病院の先生でもいいと思うのでそういう形でやっていって頂ければと思う。これ

からの問題ですので取り組みの成果等は、また次の機会に発表していただければと思う。 

続きましての県全体の認知症関連の取り組みですが、高知家あんしん手帳について（資料Ｐ14､15 説明） 

【テーマ○2 】在宅ケアを支えるための入院・入所との連携の仕組みづくり 

（寺田会長）それでは、テーマ○2 在宅ケアを支えるための入院・入所との連携の仕組みづくりについて 

資料説明Ｐ16､17  

（中澤委員）土佐長岡郡医師会の取り組みについて報告 資料Ｐ16 説明 

（稲本委員）薬剤師会香長土支部の取り組みについて報告 資料Ｐ16 説明 

（岡田委員）訪問看護ステーション連絡協議会東部ブロックの取り組みについて報告 資料Ｐ16 説明 

（山内委員）南国市地域包括支援センターの取り組みについて報告 資料Ｐ17 説明 

（細川委員）中央東圏域栄養士会の取り組みについて報告 資料Ｐ17 説明 

(執印委員代理 宮野氏) 高知大学医学部在宅医療のＩＴ化へのモデル事業について情報提供 

今、国と県からの基金の方で検討中ですが、在宅医療と介護の現場のほうで多施設化、多職種化の情報共

有のツールを構築しようかという事で行っている。24 時間、タブレット端末、パソコン両方を使い患者さ

んの情報を入力してアクセスすると自由に見られるような事を検討している。 

（寺田会長）これは、消費税３パーセントアップの財政支援制度を使い、宮野先生の高知医大は、コンピュー

タ関連に強い人が居ますので、そういう人たちがシステム開発し、実際には在宅医療介護で使用します、特

に在宅医療です。当初は吾川郡医師会と高知大学との連携で、そのモデルとしてやって頂こうと 26 年度の

予算が通っておるようです。システムを期待していただきたいと思います。 

今までで、まだ発表されておられない方、市役所の専門職の方がおられましたらお願いします。 

（川竹委員）南国市社会福祉協議会は地域包括支援センターを業務委託しておりますので、おもに認知症高齢

者につきましては地域包括センターで対応という事になってきております。ただ住み慣れた地域で安心して
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生活をしていくという視点で言えば、やはりここは社会福祉協議会の強みでもあり、強みを活かして地域包

括支援センターと一緒に連携をしながら下半期に向けて行っております。10 月につきましては包括支援セ

ンターとの余暇を通じて専門的内容をテーマとして行っていくという事にしておりますし、地域ケア会議に

も参加させてもらって社会福祉協議会で法人として行っていけるものは何かというのを模索しながら検討

をしています。 

（寺田会長）歯科医師会は何かありますか。 

（今井委員）特に新しい事はありません。 

（寺田会長）今までに全体でのご意見等はありますか。ともかく、田上所長が先ほどレクチャーした地域医療

ビジョン等、地域包括ケアシステム、これを作るには、少なくともこの地域は何が必要でいつまでにという

事が大切です。この会の議論では医療介護福祉ですので例えば入院が、この地域はどれくらい必要か介護施

設でどれくらい必要か。しかも今度は在宅医療に関して、地域包括ケアシステムでどれほどニーズがあって

往診ができるか、また、この地域で問題になってくるのは、果たして 24 時間体制で自宅に居られる人に医

療と介護を提供できるかということです。この辺の問題に今後どう取り組むかが難しい課題だと思う。 

少なくとも医師会でも往診医がどれくらいあるかという問題と、それから主治医・副主治医をどういうふ

うに作るか、高齢化している開業医の中ではたして参加できるかどうかという問題もあります。少なくとも

地域包括ケアシステムというのは、在宅医療と介護保険では在宅でなんとか 24 時間担保していく。医療が

往診として提供される本質的に安全な地域包括ケアシステムをどうやって作り上げていくか非常に難しい

と思う。といいますのは高知県は病院病床、介護施設等がかなり多すぎて全国レベルでも上位の方なのです。

地域医療ビジョン構想では人口 10 万人対して高知では非常に多過ぎると言われて、病院を減らせ、あるい

は施設を減らせ、そういうことなのです。施設や病床数が減った状態の中、2025 年問題で高齢者の団塊の

世代の方々がピークになった場合は、果たして急性期病院から施設とか、病院への受け皿があるかどうかで

す。そうなると「在宅しかないじゃないか」ということで、今から地域包括ケアシステムを作っておかない

といけない、というのが大きな課題です。 

そういうのが、先ほど田上所長が言ってくださった話なのですが、そういう事を議論していかなくてはな

りません。 

次に白髭先生の事について中澤委員 

（中澤委員）医師会の在宅医療講演会 ＰＲ別添チラシ１説明 

 

(4)地域の見守りや支え合いの推進について 

【テーマ③】地域で認知症を理解した人が増え、支える仕組みづくり 

（寺田会長）地域の見守りや支え合いの推進について資料Ｐ18、19、香美市宮の口活動の報告、南国市の報

告をそれぞれしてください。 

（鍵山委員）香美市宮の口住民の健康づくり活動報告 

（中村委員）南国市民生委員児童委員連絡協議会の取り組み報告 資料Ｐ19 説明 

（寺田会長）民間の方々のケースによって、できれば要介護状態にならない、寝たきりにならないような活

動が大事と思う。少なくとも要介護になる病気は、脳梗塞が一番の理由です。脳出血もうそうですが、プラ

ス認知症、このふたつがやはり一番問題です。脳梗塞にならないためには先ほどでていました血圧の問題と

か食塩摂取問題とか、まさにいろいろとあります。 

あと、もうひとつは脳梗塞の問題は、心房細動というのがあって、それに対する治療です。心房細動は治

らないですが、抗血栓剤で脳梗塞を予防するとか、そういう取り組みも必要です。認知症に関しては、なか

なか早期発見というのが難しいと思いますが、治療に結び付けることをどうやって広げていくか、これはか

なり啓発が大事だと思います。地域の取り組みをよろしくお願いしたいと思う。 



4 

 

（寺田会長）認知症等要介護者を支援する行政、専門職と住民の連携について、取り組み事例として南国市

包括支援センターと社協が行う、あったかふれあいセンターの連携した取り組み紹介を南国市社協からお願

いしたい。 

（川竹委員）南国市社会福祉協議会の取り組み 資料Ｐ19 説明 

（寺田会長）だいたいの発表・報告はしていただいたと思いますが、全体を通じてまだ言いきれてない専門

職の方がおられたらご発表頂きたい。 

全体の話を通じて住民代表の中村さんの方からご発言を頂きたい。認知症の話に関して何かございません

か。 

（中村(洋)委員）この会に参加されている委員の皆様は、いろいろご活躍をされていますし、随分いろんな

事に精進されておりますが、住民が果たしてどれくらい知っているかというところを、一番地域の住民の立

場で思う。いろんな所から挙がってきた人には包括が受けてもらっていますし、係の方が対応して下さって

おりますが、挙がる前の方（認知症）の初期の方はご家庭で困っています。どこに行っていいのかわからな

いのが現実だと思う。こんな時にはどこそこへ、こんな場合はここへ相談する、そういうような事を広報な

どでもっと紹介するとか、していただければ地域の方は分かりやすいのではないかと思う。ただ、この内容

を見たら本当に連携、連携と言って頑張ってくださっておりますが、一般住民はほとんど分かっていないと

思う。私どもは明日葉会をやっておりますが、始めは家族会だけでやっておりました。香南市の研修会での

経済的な支援、人動的な事は、社会福祉協議会の方に繋げたりして、かなり連携をとってやっている。けれ

ども一般の住民を巻き込んだ研修が必要という事もあり、年に５～６回は香南市がバックアップしてくれる

分とか社協の方から、共同募金から頂いているお金で講師を招いたり、講師の研修会の場合は、一般の方も

参加して頂くようにしておりますので、住民の方がちらほらおいでてくれている。ヘルパーさんやケアマネ

さんが、かなり多く勉強して下さっている。参加している方、明日葉会のメンバーは、だいぶ勉強をさせて

頂いた。一般の方は、どこに訴えていいのかが分かっていないと思う。聞かれたら教えてあげるのですが、

行く事すらできない状態で、そんな方に、もう少し分かりやすい説明ができる機会があればなという事を感

じた。 

 

テーマ③の２認知症の要援護者を支援する行政、専門職と住民の連携・地域住民や関係する団体からの報告

及び意見交換 

（寺田会長）認知症のことで言えば、相談窓口の問題が要素になると思うのですが香美郡内の地域包括支援

センターがやっているだと思いますが、そちらのほうが一番多いのでしょうかね。あとは両市、三市、それ

から包括、社協等にかかってくると思います。それらのかかってくる意見はないですか、例えば南国市なん

かでは認知症関連の相談は結構あるでしょうか。ファーストコールで。 

（川竹委員）まず認知症患者の方からご相談を頂くと、我々役所の窓口は勿論ですけど専門的なことは、お

答えがなかなか難しい事がありますので、うちの方でお話を聞いたうえで包括支援センターに繋ぐというこ

とをしています。 

（寺田会長）専門職の方が居ないとなかなか難しい。施設内でも聞けない。もう一つは介護保険外もありま

すし、香美市はどうですか。 

（時久委員）香美市も同じく社協であるとか役所、民生委員さんから包括とか社協に繋いでいただいたりご

家族からの直接包括に相談が入ったり、市役所に相談が入っているというのが一番多いケースだと思います 

（寺田会長）モデル地域でやってもらっているのですが、初期認知状態から今までどういう対応をされるか、

例えば専門医に繋いであげるのもひとつの方法だと思います。しかし専門医になかなか行ってくれなかった

りしてかかりつけ医の方がかかりやすい、そういう事でオレンジドクターを作りました。これを活用してい

ただければと思うのですが、香南市はどうですか。 



5 

 

（島村委員）香南市も包括のほうに認知症の相談は年々増えてきています。先ほど申しましたように 70 歳

以上の方の独居だけでなくて全員に訪問していただいております。家族が居る方でも問題のある方が挙がっ

てきております。約 3,800 人の方にチラシを配って今回オレンジドクターのことを入れさせて頂いていて問

い合わせもあっていますのでいろんな形で広報していき、広報というのは意外と見ていないことが多いです

のでいろんな形でＰＲしていくことと初期の相談は本当に少ないです、やはり困ってから、何か問題が起き

てから相談という形が多いですので、どちらかと言うと総合相談の訪問で回っている職員が、初期の認知症

を見つけることが多いです。そういう意味では来所とか相談に来た時点で早期にというのがなかなか実際難

しいと思っています。 

（寺田会長）もうひとつは、的確な診断が必要ですので、その場合は専門医や後見人の問題とかいろいろと

あります。 

（中澤委員）認知症のドライバーがいつ運転を辞めたらいいのかという相談がかなり多いです。基本的には

患者さんが認知症とか認知症の診断だけでは運転を辞めさせることはできませんので、運転の技能であると

か認識機能がある程度水準を超えた場合に運転をやめるという形になっています。これらの相談はかかりつ

け医の先生が倦厭される。どうしても専門医に回ってくるというのが多いと思います。それから、成年後見

人に関してもなかなかまだ普及しきれてなくて制度があるのを知っているけれどうまく活用されていない、

まだまだこれから啓発が必要なのかなというふうには思っております。それから関連して初期の認知症の方

の受診は、難しいなと思っております。この前もまったく数年間病院にかからない方がかなり進行した状態

で地域包括支援センターの方に連れられて来ました。よく今まで手付かずで、という方でした。先ほどの香

美市の初期支援チームの方がそういった人たちに対応することが多くなると思います。医者がアウトリーチ

として訪問するのは、なかなか時間的にも難しいですので、包括の方がだいたい問題点を整理して連れて来

てくれるだけでもずいぶん違います。そういった方々はかかりつけ医もなく同居家族もおらず独居でどう関

わったらいいか分からない、地域でも困っている。しかし、本人は全くそんな意識はない。そういった方を

包括の方が問題点を整理して話をいろいろ聞きながら繋がっていくことで十分意味があるじゃないかと思

います。最初からすぐに繋がらなくても、どこかで繋がっていれば、いずれは回って来ますからそういう意

味で、各関係職種がこういう人が居るよと情報交換はしておくべきかなあと思いました。 

（寺田会長）続いて今井さんからご意見を聞きたいですが。 

（今井(義)委員）いろいろ勉強をさせていただきまして、今後はもっと自分自身が勉強をしながらやってい

かねばと思いました。今お二方が言われましたが、我々住民として一番思うことは、今南国市では市の広報

等で社協から、「社協だより」が出ていまして紙面にそのことをいつも書いてもらっているのですが、住民

の人は、先ほども言われていましたが、ほとんど分かってないというのが正直なところだと思う。 

もう少し詳しくというか、専門用語よりも見た人が分かりやすいという事が大切です。そしてもう少し角度

を広くいろんな方面からの情報が必要です。認知症の件に関しても、困ったこととかケア的なこととか、い

ろんな面があると思うのです。もう少し広い面から、住民としては詳しく広く教えてもらいたいと思います。 

（寺田会長）もうひとつ認知症の徘徊、行方不明の問題があります。行方不明は、数が少ないですが命に関

わってきます。ほとんどの方が亡くなっています。どうやってシステムとしてやっていくかと大きな問題に

なってきています。 

行政の医療関係者は、上から目線ではなくて住民のみなさんの意見を聞いたうえで、認知症はまだまだい

ろんな取り組みをしないいといけないと思います。 

（寺田会長）なにかご意見はありますか。 

（鍵山委員）初期に気がつくのは家族だと思います。家族が地域で繋がっていれば必ず相談してきてくれま

す。地域の人がどうなっているか、この人はこうだと必ず噂になります。その時直ちに市役所に連絡をしま

す。それとなく状況をみてもらっている。そういうことで、繋がりを一番に重視しないといけないのではと
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思う。    

行方不明になった時は、隣の地区の方々が心配していただける仕組みづくり、個人情報の話もあるが、そ

こが繋がることによって解決するしくみ、例えばどこへ何時頃にいたかの情報発信や不明者を発見した時の

情報共有などをするための地域づくりはやはり大事なのではないでしょうか。この会の中で、ひとつのポイ

ントになっているのではないでしょうか。 

（寺田会長）そのほかご意見はありませんか。 

（宇賀委員）ごく簡単なお願いがありますが、医療機関におきまして認知症患者さんのケアをするのにケアマ

ネさんの名前と連絡先を知りたいです。お薬手帳とかメモ帳とかにかならず書いてもらいたい。ごく簡単な

ようですがそれができていないのでお願いします。患者さんは意外と名前は知っていますが、どこの組織に

属しているのか知らない事がほとんどです。かなり認知症が進んでいる方のケアマネさんの名前だけは覚え

ていますが、書いていただければと思います。 

（寺田会長）行政のほうへ問い合わせをすればいいのではないでしょうか。 

（宇賀委員）市役所等へ問い合わせをすればいいのでしょうが、その手間がどうでしょう？書いていただいた

ほうがすぐに連絡ができるのですが。お薬手帳に書いてもらえたら。あと、どこのデイサービスへ行ってい

るのかも書いていただくのは、難しい事でしょうか。 

（寺田会長）デイサービス・介護施設・事業所だったら、ケアマネ。 

（岡田委員）お薬手帳とかは利用者さんが持参されている方もいますし、あまり持って来られない利用者さん

もいます。デイのノートとかは、なかなか事業所が違うと・・・同じ事業所だと書かせていただく、お願い

はしやすいですが、事業所が違うとあまり書けていないというのがあり、以前土佐長岡郡医師会の地域医療

懇談会に参加させていただいた時に、ある先生がケアプランを持参してほしいという依頼をいただいた事も

ありました。顔と顔が見える関係性が必要なので、私たちがこの連絡票活用検討会を開いた時にも毎回主治

医の先生にもご挨拶しに行くべきなのかどうなのか、というテーマがでていました、来ていただく体制もあ

れば来られても、という先生方もいるとのご意見もありました。先生方もケアマネジャーが誰なのか知りた

いとのご意見をいただきましたので今後ケアマネの連絡協議会におきましても、かかりつけの先生にもでき

るだけご挨拶に行くということとケアプランを持ってこの方がどんなサービスを使っているかを、ケアマネ

ジャーさんに浸透させていけたらいいのかと思いました。今回考えて広めていけたらと思う。 

（中澤先生）補足ですが、地域医療懇談会土佐長岡郡医師会と行政の方との懇談会が年 1 回あります。今年の

テーマがケアマネジャーとかかりつけ医との連携についてでして、医師会の先生方からもかかりつけ医とし

ては、指示書など書いて出すけれども返ってくるものが無いのです、ケアマネプラン作成をしたらそれを主

治医に戻してほしいと意見が出まして、双方の関係づくりに役立つのではないかと思う。当然その時にケア

マネジャーが誰かと分かるということでそういう熱心なご意見も出ましたので私も大賛成です。来てもらっ

たら困るというのは、医師が本来はしてはいけない事だと思う。ケアプランを返していただいて、そこで関

係を作っていくようなお互い努力で歩み寄っていくものだと思う。 

（寺田会長）宮田先生、整形外科で、たとえば来院した方が認知症があって合併症で骨折したとか、認知症の

方が来たときの対応、整形外科としてはどういう対応をしていますか。 

（宮田先生）認知症があるとオペをして治療をするような患者さんでもできない場合があります。治療方法も

ある程度考えなくてはいけないですね。精神科があるところを紹介して、総合的に判断して保存的にやる場

合もあります。オペをしないと、将来的に重大な障害を残すそれが命取りになるという患者さんに関しては

十分な精神科の入院で、整形外科と精神科双方でできるオペを紹介して協議してやっています。先ほど言わ

れていたケアマネジャーとの連携も非常に大事なところもあると思います。これからもケアマネジャーさん

には運動療法が必要な患者さんの情報を提供して頂きたいというのが現状でございます。 

（寺田会長）有難うございました。分かりましたでしょうか。リハビリをするのには普通医療は早期入院であ
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と数ヶ月その後介護保険へシフトしていく介護保険でリハビリをしていく。必要なリハビリを医療機関で行

うか介護保険で行うか情報が無いと分からないという話です。また、先ほどの身体合併症の話は高知県でも

大変でして、認知症の患者さんは施設で転倒骨折、大腿骨頸部骨折をした時に手術になってくると認知症は

なかなか受けてくれないそこにも課題です、非常に認知症に関してはいっぱい課題があると思います。この

会でいろいろご意見を出していただいて対策を検討していきたいと思います。一方で医療ビジョンをこの会

でテーマにするのですか。 

（田上所長）この場で医療ビジョンにつきまして詳しくご協議いただけるところまでは至っておりませんが、

ただ関係なしという事でなくて在宅医療も必要ですしバックヤードの診療所、病院必要となってきますので

地域の病院にかかることは地域包括ケアにからむところを重点的に入れていったらいいのではないか。 

（寺田会長）その意見というのはこの場である程度まとめなくてもいいですね。 

（田上所長）すべては、あまりにも多すぎるので。 

（寺田会長）ただ行政の方、医療従事の方、事務の方などおられるので、まだこんな事を言っておきたい等ご

意見がありましたらその辺を、議論していただいて。ただ、２次医療は高知市を含めてこの地域ですので医

療保険はここだけの問題でなくて。 

（田上所長）在宅等支援していくところのエリアで完結できると思う。４つの分類の中の超急性期になってく

ると厳しいものがありますので、そこは切り分けて議論するしか無いのかなと思う。 

（寺田会長）それも含めていろんなガイドラインが出てくると思う。合わせて議論していきたい。それでは、

ほかにもこれだけは意見を言いたい方がいたらどうぞ。 

（岡田委員）行方不明の方の徘徊、高齢者の徘徊についてですが、春野の運動公園に行った時高齢者の行方不

明者が出ましたとその地区一帯に放送が流れていました。しばらくすると見つかったとの再度放送が流れま

した。南国市に住んでいて夕方５時の放送で音楽が流れていますが、その形で何らかの行方不明者が出た場

合放送が流れているのか無事解決しているのか、放送するという仕組みが南国市には無いのかどうなのかと

思いながらこの 500 メートル以内で文書を読んだことでした。 

 

４ 事務局からの連絡事項 

次回開催は、来年の 2 月頃の開催予定です。 

認知症啓発映画上映会のお知らせ（別添チラシ２）(池田チーフ) 

（寺田会長）この映画は石本小児科のご夫婦本人、奥さん自身を被写体にして映画を作られたという事で非常

に勇気のある行動で啓発にとってもすばらしい映画だと思います、まだ観ていませんが、だいたいの事は聞

いている。お時間がありましたら是非観に行ってください。 

（中澤委員）南国市で 11 月２日上映会を行います。実は２月 14 日にも同じ映画を行います。この日の上映は

県の主催です、もし 11 月２日に見逃された方でも２月 14 日高知会館で 14 時から 16 時半まであります。

この時上映のあとで意見交換会もあります是非ご覧になってください。 

 

５ 閉会挨拶（北村保健監） 

 

 

 


