第3章孤立死防止・地域連携ネットワークモテル事業の取組について
第1章に掲げたように高齢者を取り巻く社会環境が大きく変わる中で、地域から
孤立した状態で、誰にも看取られず亡くなる「孤立死」の発生が、社会問題となっ
ている。

このため、札幌市では、マンション等の集合住宅に住むひとり暮らし高齢者等の
孤立死を防ぐことを主な目的として、平成19〜21年度に「さっぽろ孤立死ゼロ
安心ネットワークモデル事業」を行った。具体的には、平成19年10月に「さっ

ぽろ孤立死ゼロ推進会議」を設置し、その会議をもとに具体的な取組を行う機関と

して「さっぽろ孤立死ゼロ推進センター」を同年12月に開設し、電話相談、出前
講座、リーフレットの作成、シンポジウムの開催などを通じて市民全体への普及啓

発に努めるとともに、集合住宅内の住民同士による見守り安否確認の仕組みづくり
を中心としたモデル事業を行い、平成21年6月には「札幌あい（愛）・あい（目）ネッ
ト事業報告書」としてその成果を取りまとめたところである。
このモデル事業の実施により孤立死防止に向けた地域での機運向上などに一定の

成果はあったところであるが、今後、より効果的に孤立死防止を進めていくために
は、これまで行われている近隣住民や住民組織などを中心とした取組に加え、各種

民間事業者等との連携による複合的・重層的な見守り・安否確認システムが必要と
なってくる。

このため、平成22年度から24年度に新たなモデル事業を実施し、各種民間事
業者（新聞販売店、配食業者、郵便事業者など）との連携に試行的に取り組むこと
とした。

1

孤立死防止・地域連携ネットワークモデル事業の概要
（1）事業形態に応じた二つの取組
民間の協力事業者が日常の業務を行う中で、訪問宅における見守り・安否確認を
行い、異変を発見した場合は、モデル事業を実施する地域を管轄する地域包括支援
センター等へ連絡する仕組みを試行的に実施した。【訪問型】
また、上記のような訪問事業を行っている事業者に加えて、これとは別に、来店
時における日常業務の中で、高齢者の様子に異変等を感じた場合、状況に応じて地

域包括支援センター等の関係機関を紹介することなどで、認知症の早期発見や生活

機能低下の予防・改善につなげていくことを目的とした取組についても、賛同を得
られる事業者に協力の要請を行った。【来店型】
【訪問型】とは
訪問、配達などの日常業務の中で高齢者の様子をそれとなく気にかけて、異変を早期に発見、必要
な支援につなけるもの

【来店型】とは
来店時における日常の業務の中で、高齢者の様子をそれとなく気にかけて、状況に応じて認知症の
早期発見や生活機能低下の予防・改善につなげていくもの
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（2）モデル事業における異変発見時の流れ
①

訪問型の場合

民間の協力事業者が日常の業務を行う中で、訪問宅における見守り・安否確認を

行い、異変を発見した場合における対応等の流れは以下のとおりである。
協力事業者が訪問等により高齢者の異変を察知
（見守り対象者は65歳以上独居高齢者・烹齢夫婦）

（異変の具体例）
■

訪問先に来たところ、新聞・郵便物がたまっており、呼びかけには応答がない

■

暗いのにカーテンが開いたまま、あるいはテレビがつけっぱなしであり、呼びかけに

応答がない

■

何日も洗濯機が干しっぱなしになっており、呼びかけに応答しない

■

顔見知りでよく挨拶する方を見かけなくなった

■

いつも除雪しているのに、急に何もしなくなった

など

左記以外の場合、地域包括支援セン
ター等へ電話連絡（協力事業者が「異
変連絡記録票」を記録保管）

連絡を受けた地域包括支援センターが判断のうえ、自ら又は区役所と連携して対応
※なお、民間事業者が既に独自対応のルートを持っている場合、これまでどおりの対応とする
受付時間

平日9：00〜17：00（土曜、日曜、祝日は休み）

地域における見守り・安否確
認が必要と判断されたとき

民生委員や住民組織等への協力を
要請し、地域による見守り・安否
確認を開始

（卦 来店型の場合

来店時における日常業務の中で、高齢者の様子に異変等を感じた場合、状況に応
じて地域包措支援センターなどの関係機関を紹介することなどで認知症の早期発見
や生活機能低下の予防・改善につなげていくための協力事業者等の対応の流れは以
Fのとおりである。

協力事業者が来店した高齢者の異変を察知した場合
（この場合、年齢の識別が困難なため「高齢者と思われる者」が対象）

（異変の具体例）
■

購入したものを白七へ配適してもじJおうとした町、自分の住所等が書けなくなった

■ り拉柴が乱れてきた（季節感のない服装など）
■

貰い物の際、金銭のやりⅠ便りができなくなってきた

■

言動がいつもと違い、違和感を疋える

■

銀行等で通陳等の雛的、発行を繰り返す

など

¶k彗誤認慧諾芝慧欝莞dr

市・関係樅l某】との連携による個別支接
を行う。状況に止、じて、地域における

民生委月や住民組紬等への協力を
要請し、地域による兄守りを開始

兄守りも合わせて開始
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（3）対象地域
H建住宅（西区）・市営住宅（厚別区）・集合住宅（豊平区）の3つの地域を対象とし、
孤立死防止に向けた見守り活動などの取組を行っており、かつ関心の高い地域を各

1か所選定した。
居住区分
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（4）モデル事業の期間
平成22年度から24年度までの3カ年のモデル事業として、以下のとおり取り

組んだ。
年

次

1年目（H22）「立ち上げ」

vR

(6h8ｹ&霎h ｩj 9 h,ﾉ
k Yyﾘ .)j ｭH馼ｼh ‑hﾌ)¥ｨ, ﾘ*ｲ
かけを行い、協力をいただける事業者から順次実施

2年目（H23）「本格的運用」 侈偃x. X MｸｦﾙDh, (*(,H,ﾈｺi￨ﾘ馼ｼh ,ﾈｦx ｹ9
3年目（H24）「検証」
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（5）モデル事業における対応事例等の把握方法について
このモデル事業を実施していくにあたり、モデル地区二ごとに孤立死防止連絡会議※
を開催し、メンバー間でモデル事業の意義や仕組みについて確認・合意したうえで、

事業をスタートさせた。また、その会議の中で、今後の取組の方向牲等を検討する
ための基礎資料とするために、事業期間中に対応した実際の事例等の報告を、以下

のとおり行うよう、協力事業者をはじめとした関係者に依頼した。

（なお、対象地域が小地域であったこともあり、モデル事業期間中、実際の対応事
例はなかった）
※孤立死防止連絡会議とは
■■1−■■l■■■■■■■■■t■■●■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■−1−■■■−■■−■■■−■■■■■■■−■■■■、

J メンハー構成は町内会・福まもの関係者、民生委員・区社協・区役所保健福祉課・保健福1
：祉局高齢福祉課・地域包括支援センター・介護予防センター・まちづくりセンター等の職員：
；からなり、事業スタート後も、概ね年1回開催し、各地区ごとにモデル事業の進捗状況等を：
し

報告・確認し合っている。

l

:"

①協力事業者の役割
協力事業者が、R常の業務の中で異変を発見した場合、1）いつ、2）だれが（協
力事業者の担当者）、3）だれの（訪問先の対象者）、4）どのような異変状況かを、
資料1「異変連絡記録票 に記録し、保管
④関係機関等（地域包括支援センター、区役所、管理組合、住宅管理公社等）の役割

関係機保1等は、協力事業者からの連絡により、どのように対応したかを記録し、
保管

複数の関係機関等と連携して対応した場介は、連携光の機関等においてもその対
応を記録し、保管
（彰住民組織等の役割

関係機関等による対応の中で、地域における見守り、安否確認が必要と判断され
るときは、住民組織等（町内会・日治会等）へ連絡・姿請することになるが、住民
組織等は連絡を受けた後の対応状況について、資料2「見守り要請・対応記錨票」
に記録し、保管

2

民間事業者へ協力要請する際の手順
このモデル事業を有効に機能させるためには、いかに多くの民間事業者に協力し
てもらえるかが重要である。このため、民間事業者への協力要請を行う手順につい

ては、以下のとおりとした。
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3

各地区でのモデル事業の取組
各地区で実施したモデル事業の取組内容を実施前（町内会や福祉のまち推進セン
ター、民生委員の取組）と実施後（新たな見守りの目として民聞事業者を加えたも
の）に分けて整理すると以下のとおりとなる。
なお、このモデル郭業への協力要請を行う前から独自に見守り等の取組を行って
いる民間事業者については、これまでどおりの取組を継続してもらうことを基本と
している。

（1）戸建住宅（西区／／発寒地域）のモデル事業の取組
【モデル地域】酉区中央発寒町lノ」会第6分区（380世帯）
65歳以上の世帯数は116世帯（H24年1月現在）

【地域の取糾】見守り・安否確認の取組と高齢者マップ作成を既に行っている。
【．潔

過】この地lメ二は、福利のまち推進センターが比守り対象者台帳など整

備し、見守り安否確認を行っている。また町内会による分区活動
としても独ト小二独レン高齢者の見守り・安和酢一忍活動を行っている。
こうした第6分区内による取組に、民間事業音との連携による見
守り・安否確認を加えた複合的・ホ二層的なセーフティネット機能
を構築する必要があった。

実施前

○福まちとしての見守り・安か仰認
対象者 独居・高齢夫婦

〔〕現在、民隼委Hl名で65
歳以上の独J出．二絹令者をH
lb1以上見 、トJている。

70歳以卜の20名、月1

回程度（※福祉推進と1、
民生委員、ボランティア、
協力員などにより実施）
○多くの町内会でマノブつくりを冥

施済みし．（各福祉推進員がそれぞ

れ保管）

※福祉推進員とは

福まち事業として設置が進められている福祉推進委員会（町内会等を圏域とする）は、主
に町内会役員、民生委員、福祉推進員等から構成される。
このうち福祉推進員は、見守り対象者の自宅を定期的に訪問し、必要に応じて地域ボラン
ティア（住民協力員）や民生委員への連絡、関係機関へつなぐなどの役割を担う。
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実施後
＜訪問型協力事業者 5社＞
事業￣賞

仄h6ﾘ

i>

vR

的に訪閃している′、
0俺川！．L二がゼロのときは、メモを入れて辿緒を促したり、異
ガソリンスタンド

変等を発見した場合、あらかじめ登録している緊急追絡先

ｹ9Ioｸ.(7h8ﾘ7 984ｸ5
Gｨ
+X
8
に辿絡するなどの脱線を行っているし：

ｸ5

ｸﾉ

ｨ,

x,X.

.葦｢

〇二九までどおり独自の取組を継続する‖（ただし、黒急の場
合、警察・消防へ連絡するとともに、緊急以外で緊一二■、連絡

先の連絡がつかない場合は地城包折支援センターへ通路）

手にもなっている、．
食堂・大蔵

ｸ*云

○これまで訪問光での異変はなかったので、どのような対I心
h/ ,ﾘ
[h, h.
ｹ 齪.yGｩ$(+X
ｨﾘx, h, ,H,ﾙ
をしてよいかわからなかったことから、異愛等があれば地

)

｢

域包括支援センターへ連絡してもらうこととした二（ただし、

繋急の場合、警察・消防へ連絡）

したり、新開受けに新開等が溜ま′」ている場合などは民生
?ｨ, H dｹ ﾈ+X,H. W8ﾝﾘ,ﾈ ｨﾘx
8 8(/ ?ﾈ.ｨ,I
委員に連絡するなどの耳用は既に子・￣fっている。

札幌ヤクルト販売（株）
（発寒中央センター）

ｩ? ,ﾈ+ﾘ‑

+ .ｨ‑ﾈ,X,x*

h齪,ﾈ靖 x/ ﾇ

+x.

xﾘ/
ﾘ+ X

繋急の場合、て」丁字察・消【；方へ連絡）

を行っているし，

し）これまでも．洲明光で高齢者￣が倒れていたり、ポヤに遭遇し
たこともあるが、会社に連絡するなど状況に応じた対応を
（株）エンパイアー西支店 簸ｦﾉg
ﾈ* xｾ vｨﾈ ﾆﾄ
ｨ ｸ6ｨ984 ,ﾈ5ｨ ｸ8ｸ5姐
Gｩ$"
している。

○このため、これまでどおり独自の取組を継続するJ（ただし、

緊急の場合、警察・消防へ連絡）

白＿i二事業としても配食サービスをしている。

宅配クック123

○委托事業については異変時にlメ二役所に連絡することになっ
ｸ腦g倡8* x,ﾈ 9 X
棈ｼh,h+X,IGｩ
H ｸ7(5
ﾗ8*H,h,h.
ているが、自主￣ご」i業については対応に八二慮していた′，

（札幌発寒店）

ｸ+

,ﾈ+ﾘ‑

齪益(hｼh,ﾈ甑¥

,

(*(,H,ﾘ

&闔i^

ｨx辷

タ一に連絡することとした．、（ただし、覧ミ〇、の場合、警察・

消防へ連絡）

＜来店型協力事業者 1牡＞
（〕親子2代にわたり盲■J胴勿を販売しており、来ローされる力は

鈴木商店

伴からの常辿客が多い。
○このため、来雫者が常連容であることから、和千万を鞘完
できるため、明らかに認知症等の疑いがある場合は、本人
に説明のうえ、地域包括支援センターへつなける，
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,

5ｨ92

2

（2）市営住宅（厚別区／もみじ台地域）のモデル事業の取組
【モデル地域】札幌市営住宅第2もみじ自治会（502世帯）
65歳以上の世帯数は約280世帯（H24年1月現在）
【地域の取組】ご近所パワーアップモデル事業（マップづくり）
【課
題】この地域ではこれまで民生委員による見守りのみを行っていたが、
社会福祉協議会のご近所パワーアップ事業を活用して、Fl治会によ
る見守り・安否確認を行うためのマップづくりなどを行ったところ

である。こうした自治会による取組に、民間事業者との連携による

見守り・安否確認を加えた複合的・重層的なセーフティネット機能
を構築する必要があった。

実施前

○マップつくり

65歳以上の独居高齢者、高齢人
帰宅をマップに落とし、見守っ
ている。

第2もみじ自治会
（女性部13名）

ウ
見守りが
必要な
高齢者
（⊃硯在民隼委員は5人。
ただし、他の臼治会も
拙当している

065歳以上の独居高齢

▲
新艇臆鯛麺魔

者を月1L可以上見守り

（⊃学習全
区杜協、地域包括支援センター
の協力を得ながら認知症、介．澄
予防などを学習
○サロン活動（月2回）
あつまらん会（おしゃべりlト亡、）

福祉のまち推進

○ふれあい配食サーヒス事業
（毎日20日・夕飯時）
月1回お弁当の配達を実施‥・第2も
みじ臼治会では女性部5人で4軒

分のお弁当を交代で配達している
（希望する70歳以上の独居者、虚弱

している

丘 古齢者夫婦）
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実施後
＜訪問型協力事業者 4社＞
事業者

仄i￨ﾙ>

vR

時まで無料配達
（⊃配達先で人が倒れているなど異変があった時は、本店へ連絡
ホクノースーパー中央店
ｹ6I )(ﾙ[h,S8 3
苓決 8,ﾉH8*)Z X* .ｨ,
勾 Xｼh *｣#
09〜17時は、本店から市営住宅管理事務所へ連絡
（♯トピックスにも掲載）
x鳧
# 鱚CYZｨ,ﾘ
ｩ 隰yyﾘﾏh ,ﾈｽ亶ﾙ 陌 ｵX,Y 陌

〇二のため、これまでどおり独自の取組を継続する。（ただし、

緊急の場介、警察・消防へ連絡）

白＿−i三事業としても配食サービスをしている。

おかずや

花

○委託事業については異変時に区役所に連絡することになっ
ｸ腦g倡8*
ているが、自主事業については対応に苦慮していた。
x,ﾈ 9 X馼ｼh,h+X,IGｩ
H ｸ7(5
ﾗ8*H,h,h. ,
○このため、自÷j−三事業の異変については、地域包括支援セン
タ一に連絡することとした。（ただし、緊急の場合、警察・
消防へ連絡）

札幌ヤクルト販売（棟）
（もみじ台センター）

したり、新聞受けに新聞等が溜まっている場合などは民生
?ｨ, H dｹn(+X,H. W8ﾝﾘ,ﾈ ｨﾘx
8 8(/ ?ﾈ.ｨ,I xﾘ/
委員に連絡するなどの取組を既に行っている。
ｸ+

,ﾈ+ﾘ‑

+

.ｨ‑ﾈ,X,x*

h齪,ﾈ靖

x‑ﾘ/

ﾇ

+x.

(

し、緊急の場合、警察・消防へ連絡）

を行っている。

○これまでも訪問先で高齢者が倒れていたり、ボヤに遭遇し
たこともあるが、会社に連絡するなど状況に応じた対応を
（株）エンパイアー兼支店
ｸﾈ騅ｩ?ｨ*
xｾ vｩ?ｨ,ﾈｭH,
ｨ ｸ6ｨ984 ,ﾈ5ｨ ｸ8ｸ5姐
Gｩ$"
している。

○このため、これまでどおり独自の取組を継続する。（ただし、
緊急の場合、警察・消防へ連絡）

＜来店型協力事業者 3社＞

ホクノースーパー中央店
（※トピックスにも掲載）

（⊃例えば、金銭のやり取りができないなど認知症が疑われる
ような高齢者が1日数名程度来店する。
○このような高齢者のために、認知症の早期発見や生i舌機能
低卜の）〜防・改善の観点から、地域包括支援センターの業
務内容を記載しているチラシを店内に置く。
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2
ﾘ+

車業者

仄i￨ﾙ>

W2

居するも‖分の名前や住所がわからないなど認知症が疑
北洋銀行もみじ台支店

ｹ,ｩ*

われる■■端綿者がいるl′

,ﾈ o
ﾈ*
ｸ
ﾈ ｩ? / ﾄｨ.云H+X+ﾘ.
ﾜIJﾘﾗ8+X+ﾘ*(,ix
○このような㍍齢者のために、認知症の早期発見や生さ・■I機

能低下の予防・改善の観点から、地域包折支援センター
の業務内谷を記載しているチラシを店内に置く。

店するも日分の名前や住所がわからないなど認知≠i■J三が疑

札♯もみじ台西郵便局

われる高齢者がいる。
ｹ,ｩ* ,ﾈ o
ﾉ? Jﾘﾗ8/ % 云H+X+ﾘ.
ﾜIJﾘﾗ8+X+ﾘ*(,ix
〇二のような高齢賞■のために、認知症の甲・期発見や隼活機
能机下の一戸防・改善の槻点から、地域包括よ援センター
の業務内子羊を記載しているチラシを店内に置く（）

手ちかとよろず相議会の取組
■＝経

緯

厚別区もみじ台の市営住宅の一部地区においてこのモデル事業を進める中で、
孤立死防止連絡会議のメンハーが、スーパーマーケットに高齢者の見守りについ
て協力のお願いに行ったところ、店長が快諾してくれた。

その際の話の中で、当該地区は高齢化が進んでおり、このスーパーにも認知症
と疑われるような人が多数来店していることを矢口った。

このため、地域として何かできないかと考え、催事のときに使用している空ス
ペースをスーパーから無償で貸してもらい、まずは来店する高齢者の相談を行う
こととした。
■

内

容

○モデル事業の開始直後の平成23年2月より、原則、年金支給日の10時から
15時の間、地区社会福祉協議会、民生委員、行政書士、地域包括支援センター、
介護予防センター等の関係者が連携して、スーパーに訪れた高齢者の悩み事相
談をボランティア活動として行っている。

○相談の内容に応じて、医療や福祉サーヒスの紹介、介護保険サーヒスの情報提
供、行政書士による法律のアドハイスを行っている。
○また、気軽に相談コーナーに立ち寄ることができるように、血圧測定や簡単な
体力測定なども併せて行えるよう配慮している。
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（3）集合住宅（豊平区／カトレアハイツ）のモデル事業の取組
【モデル地域】集合住宅カトレアハイツ札幌（106世帯）
65歳以＿卜の・世帯数は57世帯（ⅠⅠ24年1月現在）

【地域の取糾】マンション管理組合が設潰した安心・安全委員会を申し、に見守
り・安否確認の取組を行っている。
【課
題】管群組合として安心・安全委員会を設潤し、管理人による定期
的な兄守りを含めて、独日の安が確認を行っている。こうした
管理組合による取組に、民間事業者による見守り・安否確認を
加えた複合的・重層的なセーフティネット機能を構築する必要
があ′Jた。

実施前

○管邦人
管理組合で決めた基準で1円3回
（6

00、14：00、2100）

○安心・安全委員会

マンション
管理組合

H21年1月

ウ

1121年9月

安心・ 安全委＝会を設置（5名）
（管理人もオフサーハーとして参加）
「99カード」を手糾］。34名の申込み。
※「99カード」とは、ノノ

見守りが
必要な
高齢者
〔）拙在、艮生委‖1才′Ⅰ
で65歳以上二の独屠高
齢者を月ll■巾ユ上、

ーの場斜二愉

え、緊急連絡先や持病の有郭∴ かかり
つけ医の辿絡兄、服川薬なとをあらか
じめカードに記椛し、日七両の人目の
イ」きやすい所なとに保竹しておくもの

▲
新た臆加わる

（⊃これまでの管理組合として取組

兄守っている

I

l

H20隼3月

l

前l‖1の孤立柁防」トモデル・耳業に参加l

：H2膵5∩

：

l

全人屈者対象に兄守りのためのアン1

1

ヶートを一ノミ施

こH2腑7jJ

I
l

l

：

カトレアサロンl吊設毎日10、a）H l
（会費1人100日／阿）
l

：運常は飾内ボランティア1組4人で：
1
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3編成・→当番制

l

実施後

−

＜マンション管理組合＞

○管理組合が定めた基準で管理人が1口3回、定期的に巡
回（6

00、14

00、2100）している。

○異変を感じた時は、管理組合内に設置している「安心・
安全委員会」や理事長に連絡
○各戸の鍵は、管理組合が保管している。このため、緊急
時は、親族、理事長、安心・安全委員会、管理人等の立
会いのもと、鍵の開錠を行う。
○マンション内の対応は、その多くがこの管理組合で対処で
きることから、協力事業者からの連絡も、地域包括支援セ

マンションt理組合

ンターではなく、マンション管理組合の管理人等とする。

＜訪問型協力事業者 4社＞
事業者

牛軋販売店

仄i￨ﾙ>

vR

次回、訪問時に空瓶が入っていないときは、声掛けし、
ｸｦXﾌｸ,ﾈ6 確認することもある。
WHｽ , ﾙ'X+X,H* . ﾈ ﾈ6xﾔYJ ,从ﾙ?ｸ/ ?ﾈ.ｨ.
○配達日が高齢者の異変を発見した場合、状況に応じてマ
ンション管理組合の管理人等に連絡する。

ｨ

という取組を行っているが、このサービスを利用してい

ない購読者がいる。
中の島遺新販売所

○配達員が高齢者の異変を発見した場合、状況に応じてマ
ｹfｸ､9;
i[x,ﾈﾗy<x /
ｸ, Y; h* / +X/ 5H7ﾈ ｸ6x
ンション管理組合の管理人等に連絡する。

h

b

（※販売店が、配達先の新聞が溜まっている場合に、あらかじめ登録し

ている緊急連絡先3か所に連絡するサービス）

達を行っている。

○これまでも訪問先で高齢者が倒れていたり、ボヤに遭遇
（棟）エンパイアー西支店

ｸﾈ騅ｩ?ｨ*
xｾ vｩ?ｨ,ﾈｭH,
ｨ ｸ6ｨ984 ,ﾈ5ｨ ｸ8ｸ5姐
したこともあるが、会社に連絡するなど状況に応じた対

G｢

応している。

○このため、これまでどおり独自の取組を継続する。（た

だし、緊急の場合、警察・消防へ連絡）

促したり、新聞受けに新聞等が溜まっている場合などは
ﾓ 民生委員に連絡するなどの取組を既に行っている。
苓, H dｸｭh+X,H. W8ﾝﾘ,ﾈ ｨﾘx
8 8(/ ?ﾈ.ｨ,I

札幌ヤクルト販売（棟）
（平岸センター）

ｩ?

,ﾈ+ﾘ‑

+

.ｨ‑ﾈ,X,x*

h齪,ﾈ靖

だし、緊急の場合、警察・消防へ連絡）

x/

ﾇ

+x.

xﾘ/
(

ﾒ

＜来店型協力事業者 3社＞
事業者

仄i￨ﾙ>

vR

○このような高齢者に、認知症の−lIl一期発見や生i舌機能低卜の

日本調利く棟）中の島薬局

予防・改薄の観点から、地域包括支援センターの業務内容
ｹDi&ﾘ
,hｵ ﾘ.ｨ. h*H,畏) 竟(*ｨﾈ
I ﾉx
x. "
を記搬しているチラシを店内にFFたく。
○また、調剤薬局という業務上、来店者を特定できることか
ら、明らかに認知症等の疑いがある場合は、本人に脱明の
うえ、地域包括支援センターへつなげる。

コープさっぽろ中の島店

中の島南郵便局

○このような高齢者に、認知症の早期発見や／仁清機能低下の
ｹDi&ﾘ ,hｵ ﾘ.ｨ. h*H,畏) 竟(*ｨﾈ
I ﾉx
x.

予防・改善の観点から、地域包括支援センターの業務内容
を記載しているチラシを店内に置く。

するも口分の名前や任所がわからないなど認知症が疑われ
る高齢者がいる。
ｹ,ｩ* ,ﾈ o
ﾜIJﾘﾗ8/ ﾄｨ.云H+X+ﾘ.
ﾜIJﾘﾗ8+X+ﾘ*(,ix
○このような高齢者のために、認知症の早期発見や性活機能
低下の予防・改善の観点から、地域包括支援センターの業
務内容を記載しているチラシを店内に置く。
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