












令和３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）在宅医療介護連携推進事業について（資料 1） 

     令和３年度に実施した事業について、主なものをご報告させていただきます。 

 

  （２）尾北医師会在宅医療介護連携推進事業について（資料２-１、２-２） 

     尾北医師会管内において、令和３年度に実施した事業をご報告させていただき 

ます。（一部、資料１と同じ事業内容の記載があります。） 

 

  （３）認知症施策について（資料３） 

     令和３年度に実施した事業について、主なものをご報告させていただきます。 

     現在、市内２地区において、チームオレンジの立ち上げに向け動いておりま 

す。 

     

  （４）犬山市版認知症ケアパス「あんしんして暮らせる犬山市認知症ガイドブック」 

素案について（資料４） 

     現在、認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員と協働で、新しい 

認知症ケアパスを作成中です。 

 

 

 ２．協議事項 

   今年度も、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、事業自体が思うように実施 

できない１年となりました。１年間を振り返り、各団体の皆様の活動の場における現 

状をお知らせいただきたく、また、ご意見等を頂きたいことについて返信用紙にまと 

めましたので、記入の上ご返送ください。（３月１５日〆切） 

 

 

 



在宅医療介護連携推進事業について

資料１



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（前回のおさらい）
（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（前回のおさらい）

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版の配付と活用

＊医科は『医療機関名簿』があるため、歯科診療所、薬局、
居宅介護支援事業所等の医科以外の事業所情報を掲載。

＊情報提供をいただいた事業所に１冊ずつ配布。
＊希望事業所にはPDFデータを提供。
＊３年ごとの更新（現在の内容は令和５年度まで活用）。

◆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

【内容（例）】
・担当者会議への歯科医師や薬剤師の参加可否
・車いす用トイレの有無
・かかりつけ患者の歯科往診
・薬剤の一包化の対応状況
・訪問看護ステーションにおける在宅看取り対応の可否
・事業所における人工呼吸器、人工肛門、褥瘡処置等の医
療行為に関する受け入れ可否



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

◆ICT訓練の開催

◆在宅避難者向けリーフレットを試行的に使用、アンケート回収

＊日時 ：11月11日(木)
＊参加者：27名（犬山市内の介護支援専門員の数）
＊災害を想定し、びーよんネット上で事業所の休診情報、被災情
報などを投稿する訓練を実施。

＊リーフレット・研修会作業チームを通してリーフレット
が完成。

＊１１月より、介護支援専門員、訪問看護師、地域包括支
援センター職員が試行的に使用（リーフレットを使用し、
本人・家族に説明）。

＊使用した専門職にアンケートを実施し集計。

→活用できるのではないかとの成果が見えた一方で、発災時のアクセ
ス方法、情報量が多い中での返信方法、情報共有のルールなどの課
題も見えた

→災害を考えるきっかけとしてリーフレットが有効との意見が多かっ
た。避難について考え始めると、避難所までどう一人で逃げるか、
水はどれだけ必要かなど、課題が具体的になってきたため、それら
の解決が次の課題。



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（オンライン開催に切り替えたものもあり）

◆多職種連携会議『犬山あんしんネットワークの会』を開催予定

犬山市内の関係機関の
顔の見える関係づくりが目的

ACP
普及啓発委員会

訪問看護師
育成研修会

看取り支援
研修会

在宅医療
研修会

＊日時：3月26日(土)13:30～15:30  開催予定
＊感染症対策として、オンラインでの開催。
＊テーマは「地域の認知症施策を考える」。

13:35～事例紹介
「認知症の方が地域で暮らしていく」現実

13:50～取組発表
「チームオレンジの立ち上げ」

14:15～グループワーク
「本当にあった悲しい事例・嬉しい事例」

＊実績は資料2-1参照

介護支援専門員
事例検討会



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」出前講座

◆広報記事掲載 ◆エンディングノート増刷

＊日時 ：10月23日(土)14:30～15:30 
＊対象者 ：犬山年金者の会
＊参加人数：78名

＊11月1日号広報
～「人生会議」であな
たの思い大切な人へ届
けませんか～

＊新しいノート
を作成中

◆愛知北ＦＭでの啓発活動

＊11月12日(金)8:40～8:55
＊「チャレンジ犬山」の枠で出演
＊はぐろ薬局扶桑店

奥村 智宏氏（薬剤師）



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。



資料２－１ 

 

令和４年２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・介護連携推進事業の実施状況報告 

 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・介護資源マップ「医療と介護の連携ガイドブック  

第３版」の周知 

令和３年 

2月配布済 

 

（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 

 

（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周知 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  

令和3年11月11日（木）10時～14時  

‣広域多職種研修会 「身近に迫る災害に向け、今私たちができること  

～医療・介護専門職としての備え～」 

第1部 災害を知ろう！備えよう！  

～災害支援活動に取り組むNPOの実践から～ 

第2部 災害について考えてみませんか 

     ～在宅避難者向けリーフレットの活用～ 

3回 

１回 

 

1回 
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令和3年11月22日（月）～12月6日（月）(オンデマンド配信)                        

‣在宅避難者向けリーフレットの作成及びモデル事業の実施 

 

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 実施なし 

 

（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（多職種対象） 

２０２１年度在宅医療の勉強会 多職種向け研修会(オンライン開催) 

「生活の質を高める多職種連携の基本」 

令和３年10月16日（土）13時30分～15時 

１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 実施なし 

③介護支援専門員事例検討会 

（介護支援専門員・地域包括支援センター職員等対象） 

  14回 

④地域における看取り支援研修会（訪問看護師対象） 

第1回 令和３年１０月20日（水）15:00～16:30 

第2回 令和３年1２月15日（水）15:00～16:30 

2回 

⑤訪問看護ステーション同行訪問→中止  

⑥訪問看護師育成研修会（訪問看護師対象） 

「在宅におけるペインコントロール」 

令和3年10月25日(月)～11月15日（月）（オンデマンド配信） 

1回 

⑦ACP 普及啓発委員会 ACP 実践ツールワーキンググループ企画

令和3年度ｗｅｂ研修会（訪問看護師・ケアマネジャー・医療ソー

シャルワーカー・地域包括支援センター職員・行政職員対象） 

第1部 基礎から学ぶ初めてのACP 

第2部 事例で学ぶ在宅におけるACPの実際 

令和3年11月16日（火）～11月30日（火）（オンデマンド配信） 

第3部 ロールプレイで学ぶACP～思いを引き出しつなぐACP～ 

 令和4年1月17日（月）13時30分～15時（オンライン開催） 

１回 
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（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 ２回 

②在宅医療・介護出前講座 

犬山市内の実施状況 対象：犬山年金者の会 

令和3年10月23日（土） 14時30分～15時30分 

計4回 

 

③住民へのACP（人生会議）の啓発 

‣ACP普及啓発委員会及びワーキンググループの実施 

‣広報犬山11月1日号掲載 

「人生会議」であなたの想い、大切な人に届けませんか  

‣人生会議ｗｅｂ啓発事業（尾北医師会ホームページ） 

「人生会議」啓発動画の視聴（YouTube） 

電子紙芝居「聞きたい、伝えたい ～人生会議してみませんか～」  

「ケアマネジャーと一緒に人生会議を体験してみよう！！」 

「人生会議」啓発資料のダウンロード 

「わたしのこと」小冊子・人生会議啓発資料「届け！私の想い」 

‣「人生会議」出前講座 令和4年3月17日（木）江南市において

実施予定 

 

計10回 

1回 

 

尾北医師会

HPで10月

より公開中 

 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携 

①2市2町行政部会・部長会・担当者会議※ 計6回 

②在宅医療検討委員会 4回 

③訪問看護ステーション連絡会 1１回 

④医療ソーシャルワーカー連絡会※ 4回 

⑤尾北地区ケアマネジャー連絡会 4回 

⑥地域包括支援センター連絡会※ 3回 

⑦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 

                                 予定を含む 

※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回開催予定 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和３年度に行っている対策 

①不特定多数の住民が集まる事が予測される講演会は中止した。 

②一部の会議を書面開催として実施した。 

③研修会及び一部の会議について、オンライン参加を併用して行った。 

④講義形式の研修会はオンデマンド配信（一部はDVD貸出）を行った。 

⑤訪問看護ステーション同行訪問は中止した。 

以上 



資料2-2
令和3年度　尾北医師会地域ケア協力センター　在宅医療・介護連携推進事業　年間スケジュール

2021年 2022年 2022.2.21更新

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
専門科訪問医紹介

システムの検討
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 ICT作業チーム会議　29日
ICT作業チーム会議　23日
リーフレット作業チーム会議
23日

第2回  27日
11日　ICT情報共有訓練

11月22日～12月6日広域多
職種研修会オンデマンド配信

広域多職種研修会会
視聴　1日

第3回 14日

「びーよんネット」運営協議会 第1回　28日

「びーよんネット」事務局の運営 3件 2件 20件 6件 3件 2件 7件 4件 0件 0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 2件 2件 2件 6件 10件 3件 4件 3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）

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 評価アンケート

地域における看取り支援研修会 第1回　20日 第2回　15日

訪問看護師育成研修会

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回前講座WG20日
第2回実践ツールWG29日

ACP研修会  オンデマンド配
信16日～30日

ACP研修会17日
（オンライン）

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 第2回　20日

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 犬山市　1件
大口町　1件
江南市　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

2市2町広報／「人生
会議」啓発動画公開

江南市　1件

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　28日

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）　　担当者会議　21日
担当者会議　4日 部長会　11日 行政部会　24日 担当者会議　28日

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　19日
(書面会議)

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　9日
（オンライン）

第11回　9日

医療ソーシャルワーカー連絡会
第1回　20日
（オンライン）

第2回　2日
（3市2町行政部会合同）

第3回　19日
（オンライン）

第4回　15日
（オンライン）

尾北地区ケアマネジャー連絡会 第1回　13日 第2回　18日 第3回　15日 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　26日

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
（オンライン）

第3回　13日
（オンライン）

第4回　14日
（オンライン）

犬山市　在宅医療介護連携推進
協議会

第1回　19日
第2回28日（書面会

議）

江南市　地域ケア推進会議 第1回6日(書面会議） 第2回　24日

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
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

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

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

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

広域連携会　3日
江南厚生病院地域医療
機関ガイドライン研修会
3日　江南厚生病院地域
医療支援委員会4日
尾張圏ブリッジ運営会議
18日
在宅医療の勉強会20日

AMSW協会決定支援
委員会　16日
看護協会研修会28日

入退院調整支援事業
18日

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
在宅医療の勉強会19
日

広域連携会21日
入退院調整支援事業
13日
在宅医療の勉強会17
日

入退院調整支援事業
11日
在宅医療の勉強会
21日
AMSW意思決定支援
委員会　27日

江南厚生病院地域医
療支援委員会　2日
在宅医療の勉強会
18日

AMSW意思決定支援
委員会　24日

サービス事業者連絡会研修会 総会　20日（書面） 11月22日～12月6日広域多職種研修会オンデマンド配信 第3回　オンデマンド配信　1月24日～2月6日

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7日(オンライン） 第6回　7日

オンデマンド配信
10月25日～11月15日

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

第1回　オンデマンド配信　7月25日～8月31日

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



認知症施策について

資料３



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（前回のおさらい）
（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



令和３年度実施報告（主なもの）



２ 予防

◆高齢者あんしん相談センターにより地域サロンの運営支援

◆介護予防教室「犬山スポーツボイス教室」の開催

◆つどいの場mapの配付

＊１０月～３月 ６回コース（月１回）で実施中。
＊感染症対策として、少人数で実施。
＊自宅でも介護予防に取り組むことができるようDVDを配布。
＊参加者数：６４人



３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

◆認知症初期集中支援チーム相談実績

相談件数 訪問延数

H29 11件 28回

H30 22件 22回

R1 16件 15回

R2 16件 7回

R3.4～12 4件 4回

＊令和３年４月１日より委託先が結ファミリー
クリニックに変更。

＊愛称「つなごっと」として活動。

◆犬山市版認知症ケアパスの内容を更新中

＊資料４を参照してください。



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 ◆認知症サポータ養成講座の実施

日時 対象者
参加
者数

4月13日(火) 名犬ハイツ住民 7名

4月29日(木) 犬山年金の会 14名

6月29日(火) 市役所新規職員 28名

7月4日(日) 城東地区住民 54名

7月4日(日) 日生住宅住民 10名

8月3日(火) 楽田地区住民 5名

10月6日(水) グループホーム職員 10名

＊令和３年度は新たに、
３事業所と見守り支
援ネットワーク協定
を締結

株式会社ショクブン
中北薬品株式会社
株式会社三菱UFJ銀行）

◆認知症サポータステップアップ講座の実施

日時 対象者
参加
者数

6月23日(火) 高齢者あんしん相談センター職員 11名

◆チームオレンジの立ち上げに向けた活動

チームオレンジとは…
認知症サポーターを中心としたさまざまな支援者
が認知症の人のニーズに対する支援を進め、認知
症になっても安心して暮らせる地域づくりを推進
する。そのつなげる仕組みを「チームオレンジ」
と言う。

＊犬山西地区コミュニティ推進協議会、
羽黒地区の２か所で立ち上げに向け活
動中



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。



あんしんして暮らせる犬山市

今年も桜がきれいだね。
この町を守ってくれるお城

いつまでも忘れずに・・
この桜の時期にお城を
また見にきたいね。

この町はかわらない
このお城も変わらないから
また、散歩にこようね。

認知症ガイドブック
～認知症ケアパス～

資料4※内容は検討中のため、表紙のみ掲載


