








令和２年度第２回犬山市在宅医療介護連携推進協議会（書面会議）次第 

 

 １．報告事項 

（１）犬山市在宅医療介護連携推進協議会名簿について（資料 1） 

     この度、犬山市訪問看護ステーションの水野委員が一身上の都合により退任さ 

れました。後任委員には、犬山市内での活動実績等を考慮し、はるか訪問看護ス 

テーション梅田まゆみ様に委嘱をさせていただきましたのでご報告させていただ 

きます。 

なお、会長・副会長については対面会議が再開した後に、選出する場を設けさ 

せていただきます。 

 

（２）在宅医療介護連携推進事業について（資料２） 

     犬山市における令和２年度の事業報告をさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、対面型・集合型の事業に関して

は実施を見合わることが多い一年となりました。一部事業において、オンライン

会議へ変更し実施しましがた、来年度以降も感染症の拡大状況をみながら、事業

内容を検討していきたいと思います。 

  

  （３）令和２年度尾北医師会在宅医療介護連携推進事業について（資料３） 

     尾北医師会管内における令和２年度の実施報告です。 

 

  （４）認知症施策について（資料４） 

     犬山市における令和２年度の事業報告をさせていただきます。 

在宅医療介護連携推進事業同様、一部事業をオンラインにて開催にするなど、事 

業の形を変更し実施しました。その一つとして、２月１３日タウンミーティング 

をオンラインにて開催しました。認知症の高齢者を地域でどのように見守るか」 

をテーマに市民と市長が対談をしております。市公式 Youtube「ONE CHAN」にて 

見逃し配信がされておりますので、委員の皆様におかれましても住民・企業・地 

域の生の声をぜひ聞いていただけると幸いです。 

   

      ■犬山市公式 YouTube「ONE CHAN」 

            犬山市タウンミーディング～認知症高齢者をどう地域で見守るか～ 

 

２．その他 

   来年度については新型コロナウイルス感染症の影響がどの程度か予測がつきません 

が、社会や環境が変われば、新しい取組みや、より細やかな連携がさらに求められる 

と思います。 

１年間を振り返り、各団体の状況や今後の事業についてご報告・ご提案等がありま 

したらぜひ返信用紙にてお聞かせください。（３月１２日〆切） 

よろしくお願いいたします。 



名前 所属団体 所属機関

1 安藤　通泰 安藤医院

2 板津　孝明 いたつ内科クリニック

3 桑原　生秀 くわばらクリニック

4 鈴木　欣宏 結ファミリークリニック

5 杉浦　隆 犬山扶桑歯科医師会　 すぎうら歯科

6 原　宏太郎 尾北薬剤師会　犬山支部 はぐろ薬局　塔野地店

7 梅田　まゆみ 犬山市内訪問看護師 はるか訪問看護ステーション

8 大澤　敬太
犬山市内医療機関ケースワーカー
（尾張北部第１ブロック）

さとう病院

9 多治見　恵
犬山市介護サービス事業者協議会
介護事業所

グループホームはなえくぼひくみ

10 村上　貴宣
犬山市介護サービス事業者協議会
介護支援専門員

ケアプランセンターともいき

11 武藤　知恵 犬山市内地域包括支援センター
犬山南地区
高齢者あんしん相談センター

12 大藏　真弓 尾北医師会地域ケア協力センター 尾北医師会地域ケア協力センター

13 彦田　聖士 愛知県江南保健所 愛知県江南保健所

事務局：犬山市健康福祉部高齢者支援課

犬山市在宅医療介護連携推進協議会委員名簿

（任期：令和2年7月1日～令和5年6月30日）

尾北医師会　犬山支部 

資料１



資料２  

 

在宅医療介護連携推進事業について 

  

１．令和２年度 犬山市在宅医療介護連携推進事業 事業報告 

 （１）犬山あんしんネットワークの会（多職種連携会議） 

    顔の見える関係づくりを目的に、医療・介護関係者が集まりテーマに沿って研修 

会やグループワークを実施。例年、２～３回開催をしていたが、今年度はオンライ 

ンよる開催を３月に実施予定。 

 

     ＊日 時：令和 3 年 3 月 24 日（水） 

          昼の部 14:30～15:15  夜の部 19:00～19:45 

     ＊場 所：オンライン開催  Zoom 使用 

     ＊内 容：～オンライン研修に慣れよう～（コロナ禍の活動について交流） 

       

◆近年の開催状況 

日  時 テ  ー  マ 参加人数 

平成 30 年 9 月 28 日(金) 支え合いの体制づくり紹介、地区別グループワーク 53 名 

平成 30 年 12 月 12日(水) びーよんネット活用事例発表、操作ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 58 名 

平成 31 年 3 月 26 日(火) アドバンス・ケア・プランニングに関する研修 45 名 

令和元年 11 月 16 日(土) 医療職・介護職としての防災対策を考える 49 名 

令和 2 年 2 月 15 日(土) アドバンス・ケア・プランニングに関する研修 第 2 弾 51 名 

 

 

 （２）在宅医療・介護に関する住民への普及・啓発活動 

   ①犬山市秋桜健康福祉まつりでの周知 

毎年、犬山市秋桜健康福祉まつ 

りにおいてブース出展（在宅医療・ 

介護に関するクイズ、専門職によ 

る相談コーナー、啓発グッズ配付 

等）を行っていたが、今年度はま 

つり自体が中止。 

代わりに、10 月 29 日～11 月 8 

日に市民健康館さら・さくら交流 

ホールにて、在宅医療・介護に関 

するポスター掲示を尾北医師会地 

域ケア協力センターが実施。 

 

 

 



 

 

   ②出前講座 

     令和元年度に尾北医師会地域ケア協力センターが住民啓発ワーキンググループ 

の協議を経て作成した啓発用 DVD「もしも、あなたの大切な人が倒れたら」を活 

用し、在宅医療・介護に関する出張講座を実施していたが、今年度は全て中止。 

     

◆近年の開催状況 

日  時 対象者（場所） 参加人数 

平成 31 年 1 月 31 日(木) 橋中「わ」の町カフェ（橋爪中公民館） 21 名 

令和元年 11 月 14 日(木) 昭和会（グリーンハイツ集会所） 39 名 

     

   ③その他住民周知 

    ・11 月 1 号広報に人生会議に関する記事を掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・犬山市ホームページ「在宅医療や医療・介護の連携に関すること」のページを 

見直し（前回の会議にて紹介）。  

 

  

 

 

 











資料４  

 

認知症施策について 

   

１．令和２年度 認知症施策 事業報告 

 （１）認知症初期集中支援チーム 

認知症が疑われる人やその家族に対し、医療や介護の専門職員が早期診断・早期 

対応に向けた支援を行うチームを、平成２９年度より総合犬山中央病院に委託。 

 令和３年度は委託先が結ファミリークリニックに変更となる予定。 

    ◇令和２年度チーム実績（令和 2年 4月～令和 3年 1月） 

            

       

   

      

 

 

 

    ※どのようなケースに対応しているか、次回会議にてご紹介させていただきます 

（書面会議以外でご紹介します）。 

 

 （２）認知症サポーター養成講座 

   認知症について正しく理解し、偏見を持たずに認知症の人やその家族を温かく見 

守る応援者「認知症サポーター」を要請する講座。例年より開催回数が少なかった 

が、感染症対策をした上で実施。 

    ◇令和２年度実績 

犬山市内認知症サポーターのべ人数  6,115人（令和 3年 2月末現在） 

      うち令和２年度中養成数     160人 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）犬山市版認知症ケアパス 

「あんしん生活ガイドブック～認知症の人も支える人も～」 

    平成３０年４月１日に第２版を作成し、周知・啓発に利用している。この度、内 

容を見直したものを作成中。今後も適宜、内容の見直しを図っていく予定。 

 

 

訪問実人数 4人 

のべ訪問回数 7回 

のべ電話相談件数 14回 

チーム員会議開催数 

  ※4・5・2月は中止 

8回 

支援終了者 3人 

対 象 者 回 数 人 数 

一般市民 5回  64人 

団体・企業  住友生命犬山支部 

         第一生命犬山営業オフィス(2回) 

                  城東地区民生委員・児童委員 

4回 96人 



 

 

 （４）その他 

    集合型の事業に関しては実施を見合わせ、もしくは規模を縮小して実施している 

（認知症カフェ、見守り訓練、地域サロン等）。見守りシール、GPS機器貸出などの 

高齢福祉サービスは継続して実施。 

   ◇令和２年度実績 

    ①認知症カフェ「One カフェ」  開催見合わせ 

②見守りシール事業          新規利用者数 6名 

③徘徊高齢者情報提供サービス事業（GPS機器貸出） 1月末登録者数 12名 

④認知症に関する住民啓発 

今年度のタウンミーティングを「認知症」をテーマに実施。 

  ＊日 時：令和 3年 2月 13日（土） 

  ＊場 所：オンライン開催（市役所 205会議室に観覧席設置） 

  ＊参加者：7名 

       市公式 YouTube「ONE CHAN」にて当日の対談を配信中 

（約 1,000回視聴されています） 

  ＊テーマ：「認知症高齢者をどう地域で見守るか」 

⑤高齢者あんしん相談センターによる総合相談、本人の居場所の一つとして地域 

サロン活動を後方支援、地域の支え合い体制に関する整備事業を実施。 

 

 

 

    


