














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 糸井川　三保子 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

〇事務局：犬山市健康福祉部高齢者支援課

健康福祉部長　　　　　　　　　　　　　　 髙木　衛

健康福祉部　高齢者支援課長　       上原敬正

　　　　　　　　〃　　　 　　　課長補佐   粥川仁也

　　　　　　　　〃　　　 　　　主査　　　　 谷本美幸

健康福祉部　健康推進課　　　　　　　 野村潤子

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 
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○犬山市在宅医療介護連携推進協議会規則  

平成 29年３月 27日規則第 12号  

改正  

令和元年 12月 26日規則第 51号  

犬山市在宅医療介護連携推進協議会規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、犬山市附属機関設置条例（平成 28年条例第 36号）

第８条の規定に基づき、犬山市在宅医療介護連携推進協議会（以下

「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（委員）  

第２条  協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

(１ ) 地域医療の関係者  

(２ ) 介護サービス又は介護予防サービスに係る事業者  

(３ ) その他市長が必要と認める者  

（会長及び副会長）  

第３条  協議会に会長及び副会長を置く。  

２  会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指

名する。  

３  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

（招集及び議事）  

第４条  協議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代

理する者が在任しないときの協議会は、市長が招集する。  

２  会長は、会議の議長となる。  

３  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。  

４  協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。  
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（部会）  

第５条  協議会は、協議する事項について調査及び研究を行うため必

要があるときは、部会を置くことができる。  

２  部会の構成員は、委員のうちから会長が指名する。  

３  部会ごとに部会長を置く。  

４  部会長は、委員のうちから会長が指名する。  

５  部会長は、その部会の事務を掌理する。  

６  部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が

その職務を代理する。  

（部会の招集及び議事）  

第６条  部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及びその職務を

代理する者が在任しないときの部会は、会長が招集する。  

２  部会長は、会議の議長となる。  

３  部会は、その委員の過半数が出席しなければ、開催することがで

きない。  

４  部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

５  部会長は、部会の調査又は審査が終了したときは、当該調査又は

審査の結果を協議会に報告しなければならない。  

（庶務）  

第７条  協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において行う。  

（補則）  

第８条  この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が別に定める。  

附  則  

この規則は、平成 29年４月１日から施行する。  

附  則（令和元年 12月 26日規則第 51号抄）  

１  この規則は、令和２年４月１日から施行する。（後略）  



高齢者支援課 谷本 美幸

犬山市
在宅医療介護連携推進協議会について
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国が示す介護保険制度
介護給付(要介護1～5)

予防給付(要支援1～2)

介護予防・日常生活総合事業

〇介護予防・生活支援サービス事業

(訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、介護予防支援事業)

〇一般介護予防事業

地
域
支
援
事
業

包括的支援事業

〇地域包括支援センターの運営

（介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支
援、地域ケア会議の充実）

〇在宅医療・介護連携推進事業

〇認知症総合支援事業

（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業)

〇生活支援体制整備事業

（コーディネーターの配置、協議体の設置）

任意事業

〇介護給付費適正化事業 〇家族介護支援事業 〇その他

当協議会
で議題に
する事業



第９次犬山市高齢者福祉計画・第８次犬山市介護保険事業計画

安心できる暮らしの
継続と生きがいづくり

介護予防の推進と
地域における包括的・継
続的なケアマネジメント

持続可能な社会保障
制度として、介護保険制
度の適正で円滑な運営

介護予防・
健康づくりの推進

高齢者の見守り
支援体制の充実

在宅生活を支える
体制整備

認知症施策の
推進

医療と介護の
連携強化

高齢者の
権利擁護の推進

基本理念

（令和３年度～令和５年度）

基本目標

施策



在宅医療介護連携推進事業



医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分
らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一
体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携
を推進することを目的とする。

事業の目的
（厚生労働省：在宅医療・介護連携推進事業の手引きVer.3より）

延命治療

したくないな

このご飯なら

食べれるみたい！

伝えなきゃ！

みんなに連絡するの
大変なんだよな

・・・

在宅医療のこと
家で看取り
なんて

無理よねぇ

訪問看護は

何ができるんだ？

よくわからない

嚥下訓練
どこかで

やれないかなぁ

担当者会議に

主治医さん
来てほしい

あの職種の人
話しかけづらい

のよねぇ

退院したら
誰に相談すれば

いいの？



主な内容

① 現状分析・課題抽出・施策立案

ア 地域の医療・介護の資源の把握
イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出
ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提
供体制の構築推進

② 対応策の実施

オ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援
キ 地域住民への普及啓発

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援
カ 医療・介護関係者の研修

---地域の実情を踏まえた柔軟な実施が可能----------------

③ 対応策の評価

改善

Plan

Do

Check

Act

地域支援事業における他事業
と連携しながらPDCAサイクル
に沿った取り組みを行っていく

尾北医師会に事業委託

事業項目 医師会 市

ア 地域の医療・介護の資源の把握 ●

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出 ● ●

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 ●

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 ●

オ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援 ●

カ 医療・介護関係者の研修 ● ●

キ 地域住民への普及啓発 ● ●



ア 地域の医療・介護の資源の把握

医療と介護の連携ガイドブック 第３版医療機関名簿

【歯科診療所の例】
・往診
・担当者会議への参加
・車いすトイレの使用 など

【訪問看護STの例】
・受け入れ可能患者
・スタッフ配置
・在宅看取りについて など

【掲載内容】
・訪問診療
・連絡方法
・担当者会議への参加
・在宅医療対応可能項目

◆地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集
◆情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して共有・活用

在宅医療に関する情報提供

尾北医師会ホームページから在宅医療の実施医療機関を検索することができる

第４版：R３.３ 第３版：R３.１



イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出

行政
部会

◆将来の人口動態、地域特性に応じたニーズの推計

在宅医療
検討委員会

訪問看護ステー
ション連絡会

犬山市内における課題や事業について検討

行政
部長会

医療ソーシャル
ワーカー連絡会

尾北地区ケアマ
ネジャー連絡会

尾北地区地域
包括支援セン
ター連絡会

尾北地区介護
サービス事業
者連絡会

各方面からの課題の抽出

尾北医師会地域ケア協力センター

犬山市在宅医療介護連携推進協議会



ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供体制の構築を推進

訪問診療医の紹介 防災・在宅避難支援検討会議

オ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援

尾北医師会地域ケア協力センター職員による相談

◆コーディネーターの配置等による相談窓口の設置
◆関係者の連携を支援する相談会の開催

ICT訓練 リーフレット作成

副科往診体制整備の検討

依頼書：尾北医師会ホームページより

R2.10.8実施 『災害について考えてみませんか？』



エ 医療・介護関係者の情報共有の支援

◆在宅での看取りや入退院時等に活用できるような情報共有ツールの作成・活用

情報共有のためのICTツールとしてメディカルケアステーション(MSC)を導入

『びーよんネット』の愛称で医師会管内で運用中

 グループ内での情報交換になるため、多職
種への連絡がスムーズになった

 今まで連絡しづらかった職種とも連絡が取
りやすくなった

 時間を気にせず連絡することができる（緊急
時の連絡は今まで通り電話で）

 画像や書類も添付ができる
 共通書式の置き場としても活用できる
 会議や研修会の案内通知・出欠確認も簡
単に

MSCホームページ：特集
「ICT活用によるケアマネ業務の効率化と地域連携促進（愛知県・犬山）」より



カ 医療介護関係者の研修

◆多職種の協働・連携に関する研修の実施(地域ケア会議含む）
◆医療・介護に関する研修の実施

専門職の研修を開催

平成２５年度より 多職種連携会議『犬山あんしんネットワークの会』を開催

日時 テーマ 参加者

H26.2.15 地域課題の抽出 81名

H26.5.10 地域課題の解決に向けて 107名

H27.2.21 認知症施策における多職種連携 70名

H27.5.16 終末期における多職種連携 58名

H28.9.5 職種別多職種連携会議(医師) 31名

H30.3.16 地区別交流会 ５8名

H30.12.12 びーよんネット活用事例、操作デモ 58名

R1.11.16 防災対策を考える 49名

R2.2.15 アドバンスケアプランニング 51名

R3.３.24 オンライン交流会 46名

犬山市内の関係機関の
顔の見える関係づくりが目的

ACP
検討会

訪問看護師
育成研修会

介護支援専門員
事例検討会

看取り支援
研修会

多職種
研修会

在宅医療
研修会

全18回のうち１０回を抜粋



キ 地域住民への普及啓発

◆地域住民等に対する講演会やシンポジウムの開催
◆周知資料やHP等の作成

在宅医療に関する講演会 「人生会議」出前講座

住民啓発用DVD

「在宅医療」出前講座

ホームページへの掲載 広報への掲載

市ホームページ

R2.11.1号広報

秋桜まつりでの啓発

R1.11.14グリーンハイツ昭和会

R2.10.29～11.8
市民健康館さら・さくら

電子紙芝居
『もしも、あなたの大切な人が倒れたら』

R2.2.29（中止）
アドバンスケアプランニング講演会

H3１.3.2 大口町健康文化センター
アドバンスケアプランニング講演会
『私らしく人生の最期を迎えるために
～もしも、に備えて話しあっておこう～』



在宅医療介護連携に関する課題について

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
ることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・
連携を推進することを目的とする。

事業項目 今まで出された課題 他にもまだまだこんな課題がないだろうか…

ア
地域の医療・介護の
資源の把握

ガイドブックや地域資源を知らない専門職もいる。 〇〇クリニックはこんなこともやってくれるのにみんな知ら
ない。

イ
在宅医療・介護連
携の課題の抽出

職種やテーマをしぼって課題を深堀したい。 △△部会でこんな課題が出たから一緒に考えたい。

ウ

切れ目のない在宅
医療と在宅介護の
提供体制の構築推
進

医師との交流が不足している。
急に相談が入るため、結果だけでなくプロセスも情報共
有が必要ではないか。
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄの書き方を住民が悩んでいる。
今後は障害分野との連携にも広げていくべき。
退院時カンファレンスが直前すぎて困る。

リハビリ専門職の顔を知らない。
病院の事務職さんとも連携が必要。
身寄りのない人の支援はどうすれば良いのか悩む。

エ
医療・介護関係者の
情報共有の支援

ICTを活用した意見・情報交換の場が必要。
交流の機会がもっと必要（地区別など）。

この地域はびーよんネット加入率は高いが、実際に使った
ことのない人が多い。
✕✕の書類提出もびーよんネットを活用してできると良い。

オ
在宅医療・介護関
係者に関する相談
支援

市内事業所間で困りごとを共有できる場があると良い。
ー

カ
医療・介護関係者の
研修

具体的な事例を通した研修・検討会が必要。
多職種が参加できるよう研修時間・曜日の工夫が必要。

ACPについて病院内のスタッフが知らない。
△△について市で研修会を開催してほしい。

キ
地域住民への普及
啓発

ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄが配布するだけになっている。
困ってからの相談が多いため、事前の啓発活動が重要。
看取りについての誤解が多い。

犬山市の現状を定期的に伝える場があると良い。
ホームページやチラシの内容が高齢者に優しくない。
若者向けの発信を工夫して行う必要がある。



認知症施策の推進



認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になること
などを含め、多くの人にとって身近なものとなっている。認知症の発症を遅ら
せ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知
症の人や家族の支援を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施
策を推進していく。

事業の目的
（厚生労働省：認知症推進大綱より）

１．普及啓発・本人発信支援

２．予防

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人

への支援・社会参加支援

５．研究開発・産業促進・国際展開

認知症施策推進大綱



認知症施策推進大綱

(H27～R7)

認知症施策推進総合戦略(新ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ)

(H25～29)

認知症施策推進

5か年計画(ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ)

H23 H24
2011年

抗認知症薬追加

H21
2009年

認知症適正検査導入

2006年
H18

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護

H17
2005年

地域をつくる10カ年
認知症を知り

痴呆→認知症へ

H16
2004年

今ここ

H28～徘徊訓練

H28～認知症ｹｱﾊﾟｽ

R3～認知症保険

H29～見守りｼｰﾙ

H29～初期集中支援ﾁｰﾑ

H29～認知症地域支援推進員

R2～成年後見ｾﾝﾀｰ

H29～わたしの伝言ﾉｰﾄ

H19～認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座

H24～H28認知症家族交流会

H27～H28認知症相談

H26～H29脳ﾄﾚ

H15～GPS貸出

H12～在宅要介護者介護手当

H8～H28介護者つどい事業

H21～H29介護者交流会

2000年
H12

介護保険制度開始

1998年
H10

抗認知症薬開発

2020年
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2025年2013年

G8認知症ｻﾐｯﾄ

認知症の歴史と犬山市の事業



２ 予防

地域サロンの新規立ち上げ支援・運営支援

介護予防教室の開催

スポーツボイス教室

運動、口腔機能向上教室

つどいの場mapの配付



３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

認知症カフェ 高齢者福祉サービス

R1. 1.24『Oneカフェ』

在宅要介護者介護手当
在宅高齢者介護用品支給
見守りGPS購入費助成事業
見守りシール交付事業
認知症高齢者等個人賠償席保険事業

認知症初期集中支援チーム

相談件数 訪問延数

H29 11件 28回

H30 22件 22回

R1 16件 15回

R３からは委託先が変更（結ファミリークリニック）

愛称『つなごっと」

GPS機器見守りシール



（認知症初期集中支援チームとは）

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地

域で暮らし続けることができるようにするため、認知症が疑われる人

やその家族に対し、早期診断・早期対応に向けた支援を集中的に行

うことを目的とした、医療や介護の専門職員によるチーム

構成員

【チーム医】 結ファミリークリニック 鈴木欣宏（医師）

【医療系専門職】結ファミリークリニック 丹羽幸貴実（看護師）

須田和枝（看護師）

【介護系専門職】結ファミリークリニック 一色君佳（社会福祉士・看護師）

■■支援対象■■

市内に居住する４０歳以上の認知症が疑われる人又は認知症の

人で以下のいずれかに該当する人

①医療サービス、介護サービスを受けていない者、

または中断している者

ア認知症疾患の臨床診断を受けていない者

イ継続的な医療サービスを受けていない者

ウ適切な介護サービスに結びついていない者

②医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・

心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者



４ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・
社会参加支援

見守り支援体制の構築

あんしんメール

通報
件数

うち
ﾒｰﾙ
配信

その他

H28 26件 5件 死亡1件,ﾒｰﾙで発見1件

H29 26件 13件 あんしんｶｰﾄﾞで発見1件

H30 19件 8件 死亡1件,ﾒｰﾙで発見1件

R1 7件 3件 死亡2件

R2 17件 4件 死亡1件,ﾒｰﾙで発見1件

高齢者見守り支援ネットワーク協定締結事業所

年間2～8件通報あり

メール配信実績

高齢者見守り情報登録者(R3.7.1現在)
11,590人



認知症施策に関する課題について

事業項目 今まで出された課題 他にもまだまだこんな課題がないだろうか…

１

普及・啓発・本人発信
支援

本人からの言葉を聞きだすことが難しい。
認知症サポーター養成講座の受講者が活躍する場がない。
若年層への啓発事業が希薄。

認知症についての偏見や不適切な対応がまだま
だ見受けられる。
本人の活躍の場が少ない。

２
予防 歩いて行ける場所に集いの場があると良い。

集いの場を開催できる場所が少ない。
コロナ禍においても予防活動が継続できるような
仕組みがない。

３

医療・ケア・介護サー
ビス・介護者への支
援

早期発見・早期治療のため、窓口の周知が不十分。
問題が深刻・複雑になってから発覚するケースがしばしばある。

医療と介護関係者の間で本人支援の方向性が
違う。
介護者と本人の間で思いの違いがある。
介護者が憩いの場を求めている。

４

認知症バリアフリーの
推進・若年性認知症
の人への支援・社会
参加支援

見守り支援体制強化のため、協定事業所を拡大できないか。
若年性認知症の症例が少なく、単独では施策・事業化が難し
い（ノウハウも少ない）。
医療や福祉の問題と捉えられがちで、他部門との連携が進ま
ない。

認知症の人本人が参加できるようなサロンが少な
い。
認知症の人でも分かりやすい表示・案内の設置な
ど、町ぐるみで取り組むことが必要。

５
研究開発・産業促進・
国際展開 ー ー

認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって身近なもの
となっている。認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の
人や家族の支援を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく。



 

 

 

令和3年6月 

犬山市在宅医療介護連携推進協議会資料 

尾北医師会 地域ケア協力センター 

 

令和3年度 尾北医師会在宅医療・介護連携推進事業計画 

 令和３年度の重点目標 

①令和 2 年度事業の在宅避難者向けリーフレット及び ICT 情報共有訓練の評価結果

を多職種で共有し、災害時に支援を必要とする在宅避難者への避難支援体制を整備

する。 

②犬山市、江南市、大口町、扶桑町において、医療・介護専門職と協働し、地域住民

及び医療・介護専門職へのアドバンス・ケア・プランニング啓発グループを組織化

し、市町ごとに周知を継続していく体制を整備する。 

③対面会議や集合研修に制約を受ける環境であっても、一定の感染症対策を講じつ

つ、オンライン会議ツールや ICTシステムを用いて行政・医療介護専門職と協働し、

在宅医療・介護連携推進を継続する体制を整備する。 

 

 事業計画 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

内容 実施回数 

①尾北医師会ホームページ「在宅医療提供医療機関の検索システム」 随時更新 

②地域の医療・介護資源情報「医療と介護の連携ガイドブック 第３

版」の周知 

令和２年度

に配布済 

 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

尾北医師会管内在宅医療・介護連携推進事業運営協議会 2回 

2市2町行政部会・部長会・担当者会議※ 計７回 

在宅医療検討委員会 4回 

訪問看護ステーション連絡会 12回 

医療ソーシャルワーカー連絡会※ 4回 

尾北地区ケアマネジャー連絡会 4回 

地域包括支援センター連絡会※ 3回 

尾北地区介護サービス事業者連絡会 事業運営委員会 4回 

自治体及び江南保健所が主催する地域包括ケアシステム構築に関す

る会議等 

適宜出席 

※行政部会・地域包括支援センター連絡会合同会議、3市2町行政部会・医療ソーシャ

ルワーカー連絡会合同会議を各1回開催 
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（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

①訪問診療医紹介システムの継続及び副科往診体制整備の検討 尾北医師会

HP掲載 

②医師会員へ在宅医療促進のためのニューズレター発行 4回 

③防災・在宅避難者支援検討会議 

‣ICTを用いた情報共有訓練の実施 

‣防災・在宅避難者支援検討会議による広域多職種研修会 

3回 

１回 

１回 

 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援（ICTシステム「びーよんネット」運営） 

①「びーよんネット」運営協議会 １回 

②「びーよんネット」運営事務局 随時対応 

③「びーよんネット」周知・体験会 随時対応 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

①地域住民、医療・介護関係者からの受診・受療、在宅医療・介護、

社会資源の活用等に関する相談室の運営及び周知 

随時対応 

②相談件数・相談内容を在宅医療・介護連携推進事業運営協議会にお

いて報告 

２回 

 

（カ）医療・介護関係者の研修 

①在宅医療研修会（医師会員・多職種対象） 

第１回 江南厚生病院主催在宅医療の勉強会 多職種向け研修会 

「生活の質を高める多職種連携の基本」１０月16日（土）  

3回 

②自治体が実施する多職種連携の促進に関する研修会 適宜参加 

③介護支援専門員事例検討会  16回 

④地域における看取り支援研修会（訪問看護師対象） 2回 

⑤訪問看護師育成研修会 １回 

⑥ACP（アドバンス・ケア・プランニング）検討会議の開催 

‣ACP普及啓発委員会 

‣ACP研修会 

 

２回 

1回 

 

（キ）地域住民への普及啓発 

①住民啓発ワーキンググループ ３回 

②在宅医療・介護出前講座 依頼時 

③健康まつりにおいて在宅医療・介護の啓発 1回 

④住民への「人生会議」（ACP）の啓発 

‣「人生会議」出前講座 

‣「人生会議」啓発動画公開 

 

依頼時 

1回 

 



令和3年度　尾北医師会　在宅医療・介護連携推進事業　年間スケジュール
2021年 2022年 2021.06.07

事業区分 内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
在宅医療提供医療機関検索シス
テムの更新

適宜更新

「医療と介護の連携ガイドブック」
の周知

周知

訪問診療医紹介システム
副科往診体制の検

討
評価

医師会員へ在宅医療促進のため
のニューズレター発行

第24号 第25号 第26号 第27号

防災・在宅避難者支援検討会議 第1回　14日 第2回  27日 第3回 14日

「びーよんネット」運営協議会 第1回

「びーよんネット」事務局の運営 ３件 ２件

「びーよんネット」の周知・体験会
江南南部圏域多職種連

携会議　27日

5件 5件

医療・介護専門職を対象とした
在宅医療研修会

第1回　16日（在宅
医療の勉強会）

第2回 第3回

多職種連携研修会

介護支援専門員事例検討会
アドバイザー連絡
会 （書面）　16日

運営会議　15日 定例事例検討会

地域における看取り支援研修会 第1回　15日 第2回　17日

訪問看護師育成研修会 検討開始

アドバンス・ケア・プランニン
グ検討会議

第1回ACP普及啓発
委員会・各WG　20日

第2回「人生会議」
出前講座WG　20日

第3回
第4回

ACP研修会
第5回

第2回ACP普及啓
発委員会　17日

住民啓発ワーキンググループ 第1回 19日
健康まつり開催時

（第2回）
健康まつり中止時

（第2回）
第3回

医療・介護関係者による出前講
座

申込後随時実施 江南市　1件 大口町　2件 大口町　1件

健康まつりでの在宅医療・介護
の啓発

「人生会議」住民講演会・出前
講座

出前講座
申込後随時

大口町　1件
2市2町広報／「人生
会議」啓発動画公開

７．尾北医師会管内在宅医療・介
護連携推進事業運営協議会

２市２町行政、医療・介護専門職団
体の代表者による運営協議会

第1回　22日 第2回

２市２町行政部会・部長会・担
当者会議

第1回　22日
（包括合同）

第2回2日（3市2町・MSW

合同）　　担当者　21日
第3回 第4回 第5回 第6回 第7回

在宅医療検討委員会
第1回　20日
（書面会議）

第2回　4日 第3回　10日 第4回　9日

訪問看護ステーション連絡会 第1回 14日 第2回　12日 第3回　9日 第4回　14日 第5回　18日 第6回　8日 第7回　13日 第8回　10日 第9回　8日 第10回　12日 第11回　9日 第12回　9日

医療ソーシャルワーカー連絡会 第1回　20日 第2回　2日
（3市2町行政部会合同）

第3回　19日 第4回

尾北地区ケアマネジャー連絡会 第1回　13日 第2回 第3回 第4回

地域包括支援センター連絡会
第1回　22日

（行政部会合同）
第2回　13日 第3回

尾北地区介護サービス事業者連
絡会　事業運営委員会

第1回　17日
（オンライン）

第2回　14日 第3回 第4回

犬山市　在宅医療介護連携推進
協議会

第1回　19日

江南市　地域ケア推進会議

大口町　地域包括ケアシステム推進
協議会・専門職部会・連携会議

扶桑町　在宅医療・介護連携推
進会議

１１．部署内・管内・管外の研修会等

AMSW協会介護報酬
改定説明会　13日（オ
ンライン）
尾張北部第一ブロック
運営会議　15日
尾張圏ブリッジ総会
21日（オンライン）

尾張圏ブリッジ運営会
議　19日
江南厚生病院地域医
療支援委員会　19日
AMSW協会意思決定
支援委員会　27日(オ
ンライン)

尾張北部第一ブロック
運営会議　3日
尾張北部第一ブロック
研修会　24日(オンライ
ン)

AMSW協会意思決定
支援委員会　15日
尾張圏ブリッジ定例会
21日

江南厚生病院地域医
療支援委員会　14日

AMSW協会決定支援
委員会　16日(オンライ
ン)

江南厚生病院地域医
療支援委員会　10日
AMSW協会意思決定
支援委員会　25日（オ
ンライン)

AMSW意思決定支援
委員会　27日(オンライ
ン)

江南厚生病院地域医
療支援委員会　2日

AMSW意思決定支援
委員会　24日(オンライ
ン)

サービス事業者連絡会研修会 総会　20日（書面）

在宅医療・介護情報交換会 第1回　6日 第2回７日(オンライン) 第3回　13日 第4回6日（オンライン） 第5回 第6回7日(オンライン） 第7回　7日

健康まつり
ブース出展

４．受診・受療、在宅医療・介護連携に関する相談支援
（医療・介護関係者、地域住民）

５．医療・介護関係者の
研修

２．切れ目のない在宅医
療と介護の提供体制の構
築支援

1.尾北医師会管内地域の
医療・介護資源の把握

３．医療・介護関係者の
情報共有の支援

その他　

６．地域住民への在宅医
療・介護の普及啓発

８.同職種連携・情報共有
に向けた部会・連絡会

９．自治体が実施する在
宅医療・介護関係者が参
画する会議への出席及び
助言・支援

１０．江南保健所が実施する地域包括ケアシステム推進
に関する事業への出席及び協力

資料 ４－２


