
令和元年度 第１回 医療介護連携推進委員会 次第 

 

日時：令和元年６月１２日（水） 

１３：３０～１５：００ 

会場：市役所２階 会議室１ 

 

１ あいさつ 

 

２ 議題 

（１）令和元年度在宅医療・介護連携推進事業について【資料１－１，１－２】 

 

 

 

 

（２）はなしょうぶネットワーク（電子＠連絡帳）について【資料２－１、２－２】 

 

 

 

 

（３）「私の４つの大切な覚え」の周知について【資料３】 

 

 

 

 

（４）地域包括ケアシステムのための在宅医療介護連携の手引きについて【資料４】 

   「碧南市内の訪問歯科診療紹介フローチャート」紹介窓口の変更 

 

 

 

 

３ その他連絡事項 

 

   

 

 

 

次回：令和元年度 第２回 令和２年２月１７日（月） 
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令和元年度 第１回医療介護連携推進委員会 会議録 

 

日時：令和元年６月１２日（水）１３：３０～１５：００ 

会場：市役所２階 会議室１ 

出席者：委員１５名 

    長田和久、杉浦龍一、神谷直人、小田高司、中井敏子、金澤英俊、 

    山﨑典子、中西知加子、平井優企、中根千勢子、杉浦亜矢子、 

    杉浦将大、岡田恵奈、水谷君代、葛原ひとみ 

    事務局：杉浦洋子、杉浦あゆみ、長澤貴行、石川真佐紀 

欠席者：なし 

傍聴者：なし 

 

１ あいさつ（会長） 

  これから進む高齢化に対して、在宅医療を踏まえ、多職種が協力していくことを含めて、

医療介護の連携のＩＴ化が進んでいます。皆さんたちの連携のツールとして、はなしょう

ぶネットワークを活用していただいているところだと思います。ネットワークの広域化も

含め、検討課題もあがっておりますので宜しくお願いいたします。 

 

２ 議題 

（１）令和元年度在宅医療・介護連携推進事業について 

事務局 ）資料１－１「令和元年度在宅医療・介護連携推進事業」により説明。 

      本年度についても引き続き、国が示す８つの項目で事業を遂行していきます。 

      ア．地域医療・介護の資源についは、医療と介護ガイドマップ２，５００部印

刷配布、また、総合事業の周知については平成３１年４月版を作成配布して

います。 

      イ．在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討については、昨年度から

今年度にかけて、認知症を抱えるケースへの困難感について地域包括支援セ

ンター、居宅介護支援事業所対象にアンケートを実施し課題をまとめている

ところです。 

ウ．切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進では、在宅医療サポー

トセンターを中心に、引き続き進めていきます。 

近隣の病院との連携がスムーズに行えるよう、患者相談窓口一覧を地域包括

支援センターおよび居宅介護支援事業所に配布し活用を勧めています。 

エ．医療・介護関係者の情報共有の支援については、地域包括ケアシステムの

ための在宅医療介護連携の手引きを見直し、修正、追加し、この委員会終了

後、関係機関に配布し活用を推進していきます。また、ＩＣＴ（電子＠連絡

帳）活用状況の把握、活用しての好事例等を通じ、要望等についての検討を

していきます（本日の議題（２）） 
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オ．在宅医療・介護連携に関する相談支援については、在宅医療・介護連携に関

する相談支援の充実のため、「病状ききとりシート」を作成し、手引きに追加

しております。 

カ．医療・介護関係者の研修については、多職種合同研修、ＡＣＰ人材育成研修、

医療介護関係者に対する研修等を今年度も開催していきます。 

キ．地域住民への普及啓発については、医療介護市民講座を今年度は２回予定し

ております。１回目は地域住民の方と医療介護関係者が同じテーブルについて

まじり合いながら、人生最期の生き方について考える機会とするものを開催し

ます。使用する資料のひとつである「私の大切な４つの覚え」の見直しをし、

最終段階における医療がわかるものを追加しております。また、在宅医療・介

護サービスの周知ということで、広報に偶数月に「わたしの町の在宅医療と介

護」と題して５回シリーズで掲載していきます。 

ク．在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携では、昨年１０月よりはな 

しょうぶネットワークの広域連携を開始し、引き続き活用を推進しております。 

Ｂ委員 ）資料１－２により説明。 

     医療・介護の関係者の連携により、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を一体

的に提供できる体制を構築することを目的に、医療と介護が連携し同じ目標に

向けて進んでいけるように目標を定め、おもに、４つの事業項目に整理し事業

を進めています。 

ア．電話または訪問相談を通じ医療・介護関係者連携の支援を実施 

イ．シームレスな在宅医療・介護の提供体制（話し合える関係）を構築するため

に、居宅介護支援事業所へ訪問するなどして、医療介護連携の課題抽出と調

整、看護師会への協力、ＡＣＰを推進する会への協力等を実施。 

ウ．多職種合同研修の実施、また、医療関係者、ケアマネ向けにＡＣＰ人材育成

研修等を実施 

エ．地域住民への方へのＡＣＰの普及を今年度も引き続き継続していく。 

４項目以外に、糖尿病を通じて医療と介護の連携推進も検討していきたい。 

会長  ）委員の皆様は事業計画を理解していただけていると思うが、これだけの事業を

実施していることが市民の方には伝わっていない部分がある。伝わるように周

知を強化していけるとよい。 

 

（１）はなしょうぶネットワーク（電子＠連絡帳）について 

事務局 ）資料２－１「はなしょうぶネットワーク（電子＠連絡帳）利用登録者状況によ

り説明。 

      今年の 4 月より提供業者がＣＴＣからＩＩＪという業者に変更いたしました。

2 月に移行の準備に関する説明会を開催し、無事大きなトラブルなくて移行で

きました。有難うございます。 

令和元年６月１日現在ですが、登録事業所数は９６となっております。前回報
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告時の２月から９件増加しております。 

登録同意患者数は計１８５件で、訪問看護を中心に登録をしていただいており

ます。 

次に、はなしょうぶネットワークを利用することができる施設等の承認につい

てです。紙面にあります２事業所について登録の申請がありましたので承認を

お願いしたいです。 

会長  ）承認されるという方は挙手をお願いします。 

委員  ）委員全員挙手。 

会長  ）委員全員一致で承認されました。 

事務局 ）資料２－２「はなしょうぶネットワーク（電子＠連絡帳）について」により説  

     明。 

電子＠連絡帳を活用している中での便利と感じているところ、検討していただ

きたいところを出していただきました。 

一つ目は広域連携に入っていない市町村在住の方の利用ができるようになら

ないか。二つ目は利用者の家族も利用ができないか。の二点検討課題が出てお

ります。  

Ａ委員 ）一つ目に関して現状はどのような取り決めとなっているのか。 

事務局 ）現状としては、患者の市町村に帰属するという利用の仕方をしているため、現

状はできない取り決めとなっています。 

会長  ）二つ目については、個人情報の取り扱い、管理の問題もある。委員の皆様から

ご意見、利用しての感想等をお願いします。 

Ｃ委員 ）連絡が早くでき、早い対応ができると感じています。 

Ｄ委員 ）活用できていないのが現状です。 

Ｅ委員 ）家族のお気持ちもわかるが、現状は家族を含めるのは難しいのではないか。 

Ｆ委員 ）施設では利用していない。入所の話しが出た段階で登録の有無がわかり活用で

きると連携が図れると思う。 

Ｇ委員 ）医師の意見を求められる場合に、医師が複数いる場合は難しさもある。 

Ｈ委員 ）訪問診療にかかわる場合には利用していく必要があるが、家族の利用に関して

は、家族でも近くに居るもの、遠くに居るもの等本人との関係も様々であるた

め難しいのではないか。 

Ｉ委員 ）入力する時間がとれないこともあるのが現状。 

     家族の利用については、家族にはどのような方法で状況を発信すべきか考える

必要があるのではないか。 

Ｊ委員 ）看護師さんが積極的に活用され、情報が早く伝わり助かっている。 

Ｋ委員 ）まだスタッフに浸透できていなく活用できていない。 

Ｂ委員 ）医師と訪問看護師の書き込みは多いが、介護の方も気軽に書き込めるとよいと

感じる。そこで、ＡＣＰの情報も共有できればと思う 

Ｌ委員 ）介護の書き込みが少ない。連携を推進していくためにももっと介護の方が参画
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できるとよいと感じる。また、書き込みは口頭で伝えるものではないため、書

き方で悩むことがあることも含め、家族の利用はなしの方が良いと思う。医療

と介護の連携のツールとして使用すべきと思う。 

Ｍ委員 ）患者の住所地が基本となっているので、現在は受付ていないとのことだが、西

三河で統一できるように働きかけができるとよい。 

会長  ）利用が少しずつ増していることはよいことである。さらに推進するために、入

力等の負担が少しでも減るとよい。いかに簡単にいかいに完結に記載し、やり

とりできるか、便利さが増す方法を考えていけるとよい。 

 

（３）「私の４つの大切な覚え」の周知について 

Ｂ委員 ）資料３により説明。 

人生の最終段階における医療がイメージできるものを追加しました。 

周知について、この用紙のみが一人歩きしないように、講演会等を通じて説明

した上で配布をしてきましたが、病院の方から積極的に使っていきたいとの声

があがっていることもあり、気軽に使えるようにした方がよいか等、意見を伺

いたい。 

会長  ）ご意見をお願いします。 

Ｍ委員 ）診療所には置いてあるのか。 

Ａ委員 ）置いていません。 

   内容はよいが、持ち歩きしやすいサイズだと普及しやすいか。 

Ｍ委員 ）サイズを小さくすると書けないので、これはこのままの利用がよいか。 

Ｆ委員 ）介護保険証を交付するときに配布し、保険証と同じサイズにし、一緒に保管し

てもらうのはどうか。 

Ａ委員 ）健康手帳、おくすり手帳などに盛り込むのもよいか。しかし、手帳が変わって

いくので難しいか。 

Ｄ委員 ）ＱＲコードのシールで対応するのはどうか。 

Ａ委員 ）高齢者には難しいか。将来的にはよいかも。 

Ｌ委員 ）本人が受け取るタイミングは色々あると思うが、病院にみえたときは病院で渡

し、カルテの中に取り込む。本人が書いたという履歴が残るとよいと考えてい

る。 

Ｍ委員 ）病院でＡＣＰの記録についてどうしていくか検討していることもある。市内の

診療所にも置いてはどうか。 

Ｆ委員  ）介護保険証の交付時が一番よいのではないか。ＡＣＰ証（仮称）として浸透す

ればよいのではないか。 

Ａ委員 ）保険証をもらう時、入院する時、入所する時など、色々なきっかけで渡すこと

はできる。また診療所に用紙を置くことも可能であるが、用紙を置くことと考

え方を周知することは別である。 

Ｂ委員 ）考え方の周知があってこそ、用紙での周知となる。 
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事務局 ）現在、個別支援の中では説明した上で用紙を渡し周知しているが、保険証を渡

す機会である介護保険説明会に加えていけるかどうか。介護認定申請時も含め、

多くの機会を捉えて周知できるよう検討していきます。 

Ｈ委員 ）介護説明会、介護認定申請時に情報提供があると、入院という状況等生じた場

合などに役立つと思う。 

Ｌ委員 ）介護認定申請は家族だけかもしれないが、家族にも知ってもらう良い機会とな

りよいのではないか。 

Ａ委員 ）本人はもちろん、家族へも説明、記載を促すのもよいことである。 

Ｈ委員 ）緩和ケアに役立っている。ダウンロードでき、いつでも活用できる状態にして

おけるとよい。 

Ｎ委員 ）書いたことでマイナスになることはないか。 

      これだけの内容だけでは書けない、細かく明記したいと感じる。今の段階で書

いてくださいと言われても安易に書けない。最期を迎える段階にならないと書

けないと感じる。 

Ｂ委員 ）もしもの時に備えて自分の思いをまとめるきっかけづくりと考えていただきた

い。 

Ｍ委員 ）記載内容にすべて従うわけでなく、記載された方の望むことを推測するものの

一つと考えていけばよいと思う。 

Ｎ委員 ）自分の考えは、書いたことをもとに話されるものいやと感じ、困ると感じる。 

Ｂ委員 ）ＡＣＰの考え方からいうと、考えがかわってきたのはどうしてなのかというこ

とも含めて話し合いをしていくものと理解していただきたい。 

Ｎ委員 ）色々な考えがあると思われるので、すべての人に一律に記載を勧めるものでも

ないと思う。すべての人に一律にではなく、人によってのタイミングが大事で

はないか。 

会長  ）タイミングは大事である。地道に丁寧に周知していきましょう。 

 

（４）地域包括ケアシステムのための在宅医療介護連携の手引きについて 

事務局 ）資料４と手引きより説明。 

手引き資料に「病状ききとりシート」「近隣の認知症疾患医療センターの相談

窓口」「近隣の病院の患者相談窓口」を昨年のものに追加しています。また、

訪問歯科診療の窓口に変更がありましたのでご承知ください。 

Ｍ委員 ）ホームページに掲載されているのか。 

事務局 ）相談窓口先など、他市から情報提供いただいている部分については、医療介護

関係者のみの利用ということで情報共有の了承を得ている部分があるため現

在は載せていません。 

  

会長  ）その他、ありますか。 

委員  ）ありません。 
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事務局 ）その他連絡事項です。今年度第２回を令和２年２月１７日（月）に予定してお

りますので宜しくお願い致します。 



在宅医療・介護連携推進事業                                                 【資料 1－１】 
 

 
事業項目・取組内容 平成３０年度 令和元年度 

ア 

地域の医療・介護の資源の把握 
 

地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、こ

れまでに自治体等が把握している情報と合わせて、リスト又

はマップを作成、活用する。 

1「医療と介護ガイドマップ」作成 

  31年 2月に 2000部作成し配布 

2 総合事業周知パンフレット作成 

  10月に作成し配布 

1「医療と介護ガイドマップ」作成 

  2,500 部印刷配布 

2 総合事業周知パンフレット作成（平成３１．４月版） 

 

イ 

在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の

検討 
 

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医

療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、対応策等の検討を

行う。 

1 医療、介護サービス提供状況、在宅医療・介護連携の取組の現状を把握 

 介護支援専門員に医療連携に関するアンケート調査実施 

 認知症を抱えるケースへの困難感についてアンケート実施（３包括） 

2 連携の新たな課題について検討する 

 ・ICTによる情報共有のルールづくり 

 ・切れ目ない在宅医療介護の提供体制の構築 

 ・介護支援専門員の実態把握（高齢介護課） 

 ・医療介護関係者のネットワーク作り 

 ・医療介護関係者の顔の見える関係作り 

 ・住民啓発 

3 対策案の検討 

4 医療介護連携推進委員会での検討 

  6 月、2 月委員会開催 

1 医療、介護サービス提供状況、在宅医療・介護連携の取組の現状を把握 

  認知症を抱えるケースへの困難感についてアンケート実施（居宅介護支援事業所） 

2 連携の新たな課題について検討する 

 ・ICTによる情報共有のルールづくり 

 ・切れ目ない在宅医療介護の提供体制の構築  

・介護支援専門員の実態把握（高齢介護課） 

 ・医療介護関係者のネットワーク作り 

 ・医療介護関係者の顔の見える関係作り 

 ・住民啓発 

3 対策案の検討 

4 医療介護連携推進委員会（６月・２月）での検討 

 

 

 

 

ウ 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体

制の構築推進 
 

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅

医療と在宅介護が一体的に提供される体制の構築に向けて、

必要な具体的取組を企画・立案する。 

 

例 

 主治医・副主治医制の導入 

 在宅療養中の患者・利用者についての急変時診療医療機関

の確保 

 

＊碧南市在宅医療サポートセンター 

 ア在宅医療・介護連携に関する相談支援 

 イ在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

 ウ医療・介護関係者の研修 

 エ地域住民への在宅医療の普及啓発 

1 在宅医療サポートセンター（市民病院設置）看護師 1名配置 

  在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

  ・医療介護連携に関する問題点を聴取 

・看護師会運営 

  ・訪問看護ステーション連絡協議会参加 

・介護報酬による連携に関する変更点の周知 

・はなしょうぶネットワークのＡＣＰ対応検討 

・地域包括支援センターと在宅医療サポートセンター打合せの開催 

・口腔ケアセンター、地域の担当者関係構築について検討 

・近隣市病院との連携 

近隣の病院の患者相談窓口一覧作成 

2  碧南市看護師会で看看連携の構築推進 

  総会、勉強会の開催 

3 碧南市リハビリ専門職連絡会の設置 

  ・6月、10 月、12 月会議開催 

・あいくるまつり、市民ふれあいフェスティバルに参加し介護予防等の啓発 

4 認知症関連病院の相談窓口一覧作成 

1 在宅医療サポートセンター（市民病院設置）看護師 1名配置 

  在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

  ・医療資源（かかりつけ医・歯科・訪問看護等）確認 

・医療機関・施設・ケアマネジャー事業所訪問によるモニタリングと問題への対応 

・地域包括支援センター（３ヶ所）との打ち合わせと問題への対応 

・口腔ケアセンター（市民病院）利用後のモニタリング 

・近隣の病院の患者相談窓口一覧利用 

・碧南市看護師会事務局活動 

   病院（看護部）と他の看護師 CM との情報交換会 

・認知症の方への対応方法の検討 

・はなしょうぶネットワークへの ACP反映への協力 

・西三河南部西医療圏内の在宅医療サポートセンター等連携会議参加 

2 碧南市看護師会で看看連携の構築推進 

総会開催（5月 18日） 

3 碧南市リハビリ専門職連絡会の設置 

  会議開催（3回予定） 

  研修会（3回予定） 

  市民ふれあいフェスティバルに参加し介護予防等の啓発 

 

エ 

医療・介護関係者の情報共有の支援 
情報共有の手順等を含めた情報共有ツールを整備するなど地

域の医療・介護関係者間の情報共有を支援する。 

1 「地域包括ケアシステムのための在宅医療介護連携の手引き」の利用状況、効果に

ついて好事例、上手くいかない事例を把握し改善点について検討、改善する 

 ・6 月に改訂版の手引きを配布 

2 ＩＣＴ「電子＠連絡帳」活用状況を把握 

  運用支援の研修会開催→未開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 「地域包括ケアシステムのための在宅医療介護連携の手引き」の利用状況、効果に

ついて好事例、上手くいかない事例を把握し改善点について検討、改善する 

2 ＩＣＴ「電子＠連絡帳」活用状況を把握 

好事例 

ＡＣＰで得た情報の共有について検討 

  運用支援の研修会開催。 

 



 事業項目・取組内容 平成３０年度 令和元年度 

オ 

在宅医療・介護連携に関する相談支援 
 

地域の在宅医療と介護の連携を支援する相談窓口の運営を行

い、地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等から

の在宅医療・介護サービスに関する事項の相談の受付を行う。 

また、必要に応じて退院の際の地域の医療関係者と介護関係

者の連携の調整や利用者・患者または家族の要望を踏まえた

地域の医療関係・介護事業者相互の紹介を行う。 

  ＊在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置 

  ＊医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する

相談窓口相談への対応 

  ＊地域包括支援センターとの連携 

『(仮)在宅医療・介護連携支援センター』等の名称を設定し、

関係者等に周知する。 

1 在宅医療サポートセンター（市民病院地域医療支援部に公所として設置） 

 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

  ・医療介護連携の相談 

・高度急性期病院からの相談（ターミナル患者受入れに関する支援） 

・レスパイト入院相談 

・訪問歯科診療紹介窓口 

  ・保健センター栄養相談に関する相談 

  ・「病状ききとりシート」作成、周知 

2 身元保証人不在時の対応に関するケース対応検討 

1 在宅医療サポートセンター（市民病院地域医療支援部に公所として設置） 

 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

  ◎電話相談・訪問相談 

    医療・介護関係者連携の支援、レスパイト入院、訪問歯科診療、栄養相談（訪

看）、認知症初期集中チーム 

  ・早期からの ACP（SDM を含む）の実践支援 

  ・「病状ききとりシート」利用 

・シームレスな医療介護提供への支援 

2 身元保証人不在時の対応に関するケース対応検討 

カ 

医療・介護関係者の研修 
 

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種で

のグループワーク等の研修を行う。また、必要に応じて、地

域の医療関係者に介護に関する研修会の開催、介護関係者に

医療に関する研修会の開催等の研修を行う。 

1 多職種連携についてのグループワーク 

  多職種合同研修の実施 

①「縁起でもない話を身近に」もし話ゲーム 7月 9日 

②事例検討会 第 1回 10月 12 日 第 2回 2 月 6日 

  ＡＣＰ普及 

①「縁起でもない話を身近に」もし話ゲーム  

訪問看護ステーション 4月 24 日 

碧南市民病院内 5月 16日 

  ②人材育成研修運営 (碧南においてＡＣＰを推進する会) 

第 1回目 7月 7日 第 2回目 3月 

  ③あいちＡＣＰプロジェクト研修実施（9月 9日、2月 2日） 

2 医療・介護関係者に対する研修 

碧南市介護サービス機関連絡協議会の研修  

 ①敷居の低い勉強会 5回 

①ケアマネ部会 

「介護報酬改定について」4 月 19日 

「サービス担当者会議の開き方･すすめ方」 6月 12日 

 ②サービス事業者部会 

「栄養管理入門」6月 14日 

 「口腔ケアの基本」11月 16 日 

主任介護支援専門員連携会議 6月 21日、10 月 18日、2月 21 日 

各事業所の研修 

小林記念病院の地域交流会、碧南市民病院のケアマネジャー交流会等 

 

1 多職種連携についてのグループワーク 

  多職種合同研修の実施 

① パネルディスカッション「それぞれの看取り」（6月 7日） 

② 事例検討会 2回開催（11月 27 日、12月 11日） 

ＡＣＰ人材育成研修・フォローアップ研修 

あいちＡＣＰプロジェクトへの協力 

2 医療・介護関係者に対する研修 

碧南市介護サービス機関連絡協議会の研修  

① 全体研修 

 「介護サービス事業所における災害時の対応を考える」（5月 22 日） 

 「食中毒・感染症防止」（9月 13 日） 

 「認知症講演会」（7月 25 日、8月 22日） 

② リーダー育成研修 

③ 敷居の低い勉強会（4回）  

④ 介護支援専門員研修 

「看取りの実際」（10月 1日） 

「課題整理総括表の活用（仮）」（7月 24日） 

⑤ サービス事業所研修 

「抱え上げない介護」（6月 18 日） 

「介護職のための看取り」（11月 14日） 

主任介護支援専門員連携会議（3 回） 

各事業所の研修 

小林記念病院の地域交流会、碧南市民病院のケアマネジャー交流会等 

キ 

地域住民への普及啓発 
 

在宅医療や介護に関する講演会の開催、パンフレットの作

成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を

促進する。 

1 医療介護市民講座の開催 

  「終末期医療を知る」11月 4日  

2 「私の大切な 4 つの覚え」の普及啓発 

3 在宅療養ハンドブックのパンフレット作成検討 

4 講座等の開催 

出前講座（6 回） 

おたっしゃ大学 9月 4日、5日 

在宅医療・介護サービスの周知 広報 6月～2月（偶数月） 

  碧南市健康を守る会「すこやか健康」への記事掲載（ＡＣＰについて） 

１ 医療介護市民講座の開催 

① 「もし話（バナ）ゲーム」地域住民×医療介護関係者（7月 7日） 

② 「最期の望みの叶え方～思いを伝える事の大切さ～」（10月 27日） 

2 「私の大切な 4 つの覚え」の見直し（最終段階における医療について追加） 

3 講座等の開催 

出前講座（7月 13日）  

おたっしゃ大学（9月 3日、9月 4日）  

在宅医療・介護サービスの周知 広報 6月～2月（偶数月） 

 「わたしの町の在宅医療と介護」（5回シリーズ） 

 

ク 

在宅医療・介護連携に関する関係市区

町村の連携 
同一の二次医療圏内にある市や隣接する市が連携して広域連

携が必要な事項について協議する。 

1 はなしょうぶネットワークの広域連携の検討 1 はなしょうぶネットワークの広域連携 

（平成 30年 10 月開始） 
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令和元年度 碧南市在宅医療サポートセンター 事業計画                      【資料１－２】  

 

（目的） 

市民が「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に、医療・介護の関係者の 

連携により、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築する。 

（目標） 

１．市民への「早期からの ACP」普及 

２．医療・介護関係者への「早期からの ACP（SDMを含む）」普及啓発 

３．医療・介護関係者の話し合える関係づくり 

４．本人の思いを中心とした医療・介護サービスの提供（目的の統一） 

 

計画 

事業項目 事業内容 活動内容 具体的内容 

ア  

在宅医療・介護連携

に関する相談支援 
（厚労省オ） 

在宅医療・介護連携を 

支援する相談への対応 

（地域包括支援センター 

と連携）   

＊医療・介護関係者連携の支援 

＊高度急性期病院からの相談対応 

＊各種窓口業務    

＊市民からの相談対応 

（地域包括支援センター・関係部署 

との連携） 

 

①電話相談・訪問相談 

 医療・介護関係者連携の支援 

レスパイト入院 訪問歯科診療 

栄養相談（訪看） 認知症初期集中チーム 

 ・早期からの ACP（SDMを含む）の実践支援 

 ・「病状ききとりシート」利用 

・シームレスな医療介護提供への支援 

 

イ 

在宅医療と介護の 

提供体制の構築推進 
（厚労省ウ） 

シームレスな在宅医療・ 

介護の提供体制（話し合

える関係）を構築するた

めに必要な取り組み 

＊医療資源の確認 

＊医療・介護連携の課題抽出と調整 

＊碧南市看護師会への参加 

＊認知症初期集中チームへの参加 

＊碧南において ACPを推進する会へ 

の協力（ウ参照） 

＊はなしょうぶネットワーク（ICT） 

への協力 

＊医療・介護関係者の研修（ウ参照） 

＊近隣地域の関係機関との連携 

 

①医療資源（かかりつけ医・歯科・訪問看護等）確認 

②医療機関・施設・ケアマネジャー事業所訪問による 

 モニタリングと問題への対応 

③地域包括支援センター（３ヶ所）との打ち合わせと 

 問題への対応 

④口腔ケアセンター（市民病院）利用後のモニタリング 

⑤碧南市看護師会事務局活動 

 ・病院（看護部）と他の看護師 CMとの情報交換会 

⑤認知症の方への対応方法の検討 

⑦はなしょうぶネットワークへのACP反映への協力 

⑧西三河南部西医療圏内の在宅医療サポートセンター 

等連携会議参加 
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事業項目 事業内容 活動内容 具体的内容 

ウ 

医療・介護関係者の

研修（厚労省カ） 

多職種の相互理解・連携、 

「早期からのACP 

（SDMを含む）」に関す

る企画 

＊多職種合同研修 

＊ACP人材養成研修 

＊他の団体の研修への協力（必要時） 

①多職種合同研修 

 ・第１回 パネルディスカッション（情報交換会） 

  それぞれの看取り～施設・病院・在宅の立場から       

 ・第２・３回 事例検討会 

医療・介護関係者参加を促すため病院開催 

平日 日中・夕方 

病院を退院した事例など、サービス提供の目的に 

ついて検証できる事例を使う 

②ACP人材育成研修・フォローアップ研修 

 「人生会議」道場 

③あいちACPプロジェクトへの協力 

④他の団体の研修への協力 

 

エ  

地域住民への在宅 

医療の普及啓発 
（厚労省キ） 

地域住民への「早期から

の ACP 普及」のための

企画 

＊市民講演会（SDMについて） 

＊他の団体の研修への協力 

①医療介護市民講座 

 サ連協や３師会との協力を促し、多職種で作り上げる 

ものとする 

・第１回「もし話（バナ）ゲーム」 

  地域住民×医療介護関係者 

・第２回「思いを伝えることの大切さ」 

  パネルディスカッション＋寸劇 

②出前講座 おたっしゃ大学 等への協力 

③「私の４つの大切な覚え」見直し 

 

 

 

※会議等 

 地域包括ケア会議         毎月第 3木曜日    9：30～11：00 

 医療介護連携推進委員会      年 2回（6月・2月） 13：30～15：30 

 打ち合わせ会（地域支援係・包括） 毎月第 2火曜日    13：30～14：30 

 （碧南市訪問看護ステーション連絡協議会 適宜） 

 



はなしょうぶネットワーク（電子＠連絡帳）利用登録者状況

令和元年6月1日現在

１ 登録事業所数

市内 市外 合計 割合％ 機関数

11 ー 11 33 33

1 ー 1 100 1

3 ー 3 8.8 34

8 ー 8 23.5 34

53 12 65 73.8 88(17)

1 ー 1 100 1

0 7 7 ー ー

77 19 96

※（　）内は市外

※件数は事業所件数（複数人登録の場合も１で記載）

2 登録同意患者数（累計 H29年10月より）

計 計 計

5 21 Ｐ医療機関 2

54 1 4

8 1

1 2

1 2

79 1

1

1

1

185

３ その他統計 　　

1月 2月 3月 4月 5月 6月

100 102 107 113 120 123

118 120 227 333 282 120

※6月は10日現在

備考

碧南市医師会

碧南市民病院

碧南歯科医師会

碧南高浜薬剤師会

介護サービス機関連絡協議会  訪看8(1)   居宅18(5)　訪介10(3)

Ｂ事業所 Ｈ事業所 Ｑ医療機関

在宅医療サポートセンター

その他

合計

訪問看護 居宅介護支援事業所等 医療機関

Ａ事業所 Ｇ事業所

Ｃ事業所 Ｉ事業所

Ｄ事業所 Ｊ事業所

Ｅ事業所 Ｋ事業所

Ｆ事業所 Ｌ事業所

合　　計

患者登録合計数

患者記事数

Ｍ事業所

Ｎ事業所

Ｏ事業所

資料２－１



～老いても病気になっても、あなたらしく生きるために～ 

「私の 4つの大切な覚え」 
 

 

人生の長い流れの中には、老いや病気などで自分のことを自分で決めることが 

できないような「もしもの時」が必ず起こります。そんな時でも、あなたがあなたらしく

生きるためには、「自分にとって大切なことはどんなことか」「自分はどうありたいか」

など自分の思いをまわりの人に伝えることが重要です。 

 

■考えておきたいポイント！ 

  ・あなたが大切に思うこと、気がかり 

  ・意識がない時、あなたの代わりに気持ちを代弁して欲しい人 

  ・死を前にした時、できる限りの治療を受けたいのか、自然に逝きたいのか 

  ・どこでどんな風に療養したいのか 

   

この「私の 4つの大切な覚え」は「もしもの時」に備えて、あなたが思いをまとめる 

きっかけにしていただくためのものです。もちろん今、書けるところからで大丈夫です。

少しずつ書き込んで下さい。そしてぜひ、まわりの人とお話をしてみて下さい。 

 

まわりの人とお話をされた時間や書きとめたあなたの思いは、「もしもの時」に 

きっとあなたのまわりの人を助け、老いても病気になってもあなたがあなたらしく 

生きることを助けてくれます。ぜひ時々見直して、気持ちに変化があったら書き直して 

下さい。 

 

そして診察券などと一緒に保管していただき、もしもあなたに医療や介護が必要と 

なった時、あなたの医療や介護の担当者にお見せ下さい。 

 

 あなたがあなたらしく生きるために・・・ 

 

           

  

 

 問い合わせ 

碧南市 高齢介護課 地域支援係  （0566）41-3311（代表） 95-9890（直通） 

碧南市 在宅医療サポートセンター （0566）46-8055（直通） 



     私の４つの大切な覚え 

人生の長い流れの中には、病気などで自分自身のことを自分で 

決めることができないようなことが必ず起こります。その時の

ために、大切なことを紙に記しておきましょう。 
 

名前         様    電話     ― 

生年月日 大正 昭和 平成 令和 

         年   月   日 

住所 碧南市     町 

 

 
 

 

 

１．あなたの気持ちの代弁者 

あなたの代わりにあなたの気持ちを伝えて欲しいのは誰ですか？ 

名前（続柄） 住所 電話 

        様 

   （     ） 

    県    市 （   ） 

   － 

 

２．かかりつけ医療機関など 

ご自分で書かれるか、かかりつけの方に書いてもらいましょう。 
 

病院 診療所 歯科医院 

薬局 訪問看護 

ケアマネ その他 

緊急連絡先 名前          様 続柄（     ） 

電話（    ）   － 
 



３．今までかかった病気 

あなたが今までにかかった病気を書いておきましょう。 

□高血圧 □糖尿病 □脳卒中 □心臓病 □腎臓病 □肺炎 

□その他 

 

4．あなたの思い 

①大切なこと 

今まで、または今、あなたが大切にしたいと思うことは 

どんなことですか？（例：自分のことは自分でしたい など） 

 

 

 
  

②望むくらし方 

治る見込みがないような病気になった時、あなたはどんな 

くらし方をしたいと思いますか？（希望するもの全てに をつけて下さい） 

□できるだけ家ですごしたい  □病院や施設ですごしたい 

  □介護は家族に受けたい    □介護は業者に受けたい 

  □さいごまでできる限りの治療を受けたい      

□自然に死を迎えたい 

その他（希望すること 気がかりなこと） 

 

 

 

この４つの覚えは、入院や介護のサービスが必要になった時に、

とても大切なものになります。保険証と一緒に大切に保管し、 

医療や介護の担当者へお見せください。  碧南市 平成 31年 4月作成 

記入日   年  月  日   

記入日   年  月  日   

記入日   年  月  日   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人生の最終段階における医療」を 

イメージすることができますか？ 

心肺蘇生しんぱいそせい 

 

心臓や呼吸が止まった時、一時的に 

心臓や呼吸の動きを再開させるために 

行います。 

胸を強く押して心臓を圧迫したり、 

マスク等を使って肺に空気を 

送り込んだりします。 
    

気管挿管きかんそうかん・人工呼吸器 
 

自分の呼吸が弱く、しっかりと酸素が取り込めない時、 

口や鼻から気管に管を入れ、機械で肺に酸素を送り込みます。 

その後回復しない場合には、のどに穴を開けて管をさし、 

機械をつなぐこともあります。 

経管栄養（経鼻胃管・胃ろう） 
 

経鼻胃管は、自分で飲み込む力が衰えた時、 

鼻から胃（または腸）まで長い管を入れて 

栄養剤や水分を入れます。 

胃ろうは、おなかに穴を開けて、胃まで管を通し、 

栄養剤や水分を入れます。 
 

中心静脈栄養 
 

点滴が長い間必要な時、心臓近くの太い血管まで 

点滴の管を植え込み、点滴で栄養や水分を入れます。      
 

 

心臓マッサージ 

人工呼吸 

経鼻栄養 

気管挿管 



Ｒ１．５現在 

碧南市内の訪問歯科診療紹介 フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込者 

 

患者 

家族 

サービス担当者 

（ケアマネジャー等） 

 

歯科医 

紹介窓口 
 

しずま歯科クリニック（静間康之） 

Tel /Fax 91-8838 
 

または 

 
碧南市医師会 

在宅医療サポートセンター（中西知加子） 

     Tel/Fax  46-8055 

 

受付 9：30～17：00（平日 水曜日以外） 

① 電話 申し込み 

④ 回答 

相談  
 

②

依

頼 

③

承

諾 

かかりつけ歯科医 

A. かかりつけ歯科医がいない場合 

B. かかりつけ歯科医がいる場合 

【申し込みの流れ】 

相談窓口に電話申し込み。 

（申込書を FAX する） 

     ↓ 

相談窓口が歯科医に依頼し、 

承諾を得る。 

     ↓ 

紹介窓口より申込者へ回答。 

     ↓ 

申込者から歯科医へ連絡し、 

日程等の調整。 

訪問歯科診療申込書 FAX 

（別添資料を利用） 
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