
令和元年度 第２回 医療介護連携推進委員会 次第 

 

日時：令和２年２月１７日（月） 

１３：３０～１５：００ 

会場：市役所２階 談話室３ 

 

１ あいさつ 

 

 

２ 議題 

（１）在宅医療・介護連携推進事業について【資料１】 

 

 

ア．在宅医療サポートセンター事業計画について（事業項目ウ・オ）【資料２】 

 

 

イ．電子＠連絡帳について（事業項目エ） 

・利用登録状況について【資料３】 

 

・バージョンアップについて【資料４】 

 

 

ウ．多職種合同研修について（事業項目カ）【資料５】 

 

 

エ．医療介護市民講座について（事業項目キ）【資料６】 

 

 

 

３ その他連絡事項 

 

   

 

 

 

 

次回：令和２年度 第１回 令和２年６月予定 



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

 
事業項目・取組内容 令和元年度 令和２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 

  2,500部印刷配布 

2 総合事業周知パンフレット作成、配布（平成 31年 4月版） 

 

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、配布 

 

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 

・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） 

 ・精神疾患を抱えるケースへの困難感についてアンケート実施（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 

 ・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 

  6月 12日、2月 17日委員会開催 

 

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 

  精神疾患を抱えるケースへの困難感についてアンケート実施 

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 

 ・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 

 

1 在宅医療サポートセンター（市民病院内に公所として設置）看護師 1名配置 

① 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）の状況確認と関係者への普及 

（令和 2 年 2月現在） 

・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 

 認知症高齢者の支援に関する連携体制の推進（三師会に現状、支援体制等につ 

いて周知） 

・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活動 

  会議開催（リーダー会）：4月 26日、8月 23 日、12月 6日 

  研修会：6月 21日、10 月 4 日、2 月 14日 

  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利用 

 

1 ※在宅医療サポートセンター（市民病院内に公所として設置）看護師 1 名配置 

① 意思決定支援の啓発 

② 本人の最善（望み）の実現に向けた連携の啓発 

③ 意思決定支援が行われやすい体制づくり 

④ 本人の最善（望み）が伝えられる体制づくり 

⑤ 医療介護関係者が連携しやすい体制づくり 

 ・ＡＣＰの普及 

 ・医療介護関係者間の敷居を下げる関係づくり 

 ・私の４つの大切な覚えの普及 

 ・病状ききとりシートの見直し、普及 

 ・碧南においてＡＣＰを推進する会活動 

 ・碧南市看護師会活動 

 ・医療資源の状況確認と関係者への普及（相談窓口、訪問・往診、訪問看護一覧） 

 ・情報収集と問題への対応 

  医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー等へのききとり 

 ・西三河医療圏在宅医療介護連携推進事業担当者会議への参加 

 ・各種団体への協力 

2 碧南市リハビリ専門職連絡会活動 

  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 

3 認知症関連病院の相談窓口一覧利用 

 

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」の利用状況確認、 

見直し、活用推進 

  令和元年７月に令和元年６月版を各医療機関、介護事業所へ配布 

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 

   

 

 

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」の利用状況確認、 

見直し、活用推進 

2 ※ＩＣＴ「電子＠連絡帳」活用状況を把握 

※電子＠連絡帳バージョンアップ 

  運用支援 

 



 

 
事業項目・取組内容 令和元年度 令和２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 

  ・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 

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） 

① 医療・介護連携を支援する相談 

② 地域包括支援センターとの連携 

③ 市内・近隣市の医療介護機関との連携 

・電話相談、訪問相談 

・訪問歯科診療、栄養指導、レスパイト入院に関する相談窓口業務 

・認知症初期集中支援チーム員活動 

 

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 

  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」（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（６月２０日、１０月１７日、２月２０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 

  多職種合同研修の実施 

  ・多職種合同カンファレンス（包括版・居宅版）  

※日常療養／退院時／急変時／看取りの４場面別にみた連携の強化 

 

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 

 「防災に関すること」（5月 20 日） 

 「食中毒・感染症防止」（9月） 

② リーダー育成研修 

③ 敷居の低い勉強会（3回）  

④ 介護支援専門員研修 

「介護支援経過記録の書き方」（7月） 

「介護支援専門員のための対人援助技術」（10 月） 

⑤ サービス事業所研修 

「介護職員のための腰痛教室」（6月） 

「認知症の方の基礎理解とケア」（11月） 

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 

・「もし話（バナ）ゲーム」地域住民×医療介護関係者（7月 7日） 

・「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、普及 

最終段階における医療について追加、ホームページ掲載 

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） 

 

1 ※医療介護市民講座の開催 

 

2 「私の大切な 4 つの覚え」の普及 

3 講座等の開催 

出前講座  

おたっしゃ大学（9 月）  

 

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 

（平成３０年１０月開始） 

2 はなしょうぶネットワークの広域連携 

 

 



令和 2年度 在宅医療・介護連携推進事業  

碧南市在宅医療サポートセンター事業計画 

 

（用語の定義） 

連携：同じ目的を持つものが互いに連絡を取り協力し合って、一緒に物事を行うこと。 

ACP：将来の医療やケアについて、本人を人として尊重した意思決定の実現を支援するプロセス 

                          （本人の最善） 

（目的）「本人の最善（望み）」でつながる町づくり 

医療や介護が必要な方々の「自分が決めた望み」を実現するために、医療・介護関係者の 

「連携」により、切れ目なく在宅医療・介護が提供できる（ACP実践）体制をつくる。 
 

（目標） 

1.意思決定支援の確実な実践（図①） 

2.医療介護関係者の「本人の最善（望み）」の実現に向けた連携（図③） 

 

 

計画 

事業項目 事業内容 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） 

＊医療・介護連携を支援する相談 

＊地域包括支援センターとの連携 

＊市内・近隣市の医療介護機関との連携 

 

＊電話相談・訪問相談 

＊訪問歯科診療・栄養指導・レスパイト入院に関する相談窓口業務 

＊認知症初期集中支援チームへの参加 

イ 

切れ目ない在宅医療

と介護の提供体制の

構築推進 
（厚労省ウ） 

＊「意思決定支援」の啓発 

＊「本人の最善（望み）」の実現に向けた「連携」の啓発 

＊「意思決定支援」が行われやすい体制づくり 

＊「本人の最善（望み）」が伝えられる体制づくり 

＊医療介護関係者が連携しやすい体制づくり 

＊ACPの普及 

 

＊医療介護関係者間の敷居を下げる関係づくり 

 ・座談会  

・職場交換研修 等 

 

＊ACP実践への体制づくり 

 ・アンケート調査 

・「私の 4つの大切な覚え」の普及 

・「病状ききとりシート」の見直し、普及 

 ・ACPの実践できる体制づくり 

 

  

意

思

決

定

支

援 

本人の

最善 

インフォーマル 

サービス 

フォーマル 

サービス 

連携 

意思に 

沿った 

サービス 

③  

①  

② 

 

ACP 

資料２ 



 

＊「碧南においてACPを推進する会」活動 

 ・ACP人材育成研修        

 ・フォローアップ研修 

 ・ケアマネのためのもしバナ入門   

・座談会        

 

＊碧南市民病院内「ACPチーム」活動 

 ・院内でのACP実践体制づくり 

 

＊「碧南市看護師会」活動 

 

＊医療資源の状況確認と関係者への普及 

 ・相談窓口 

 ・訪問診療、往診一覧 

 ・訪問看護一覧    等 

 

＊情報収集と問題への対応 

 ・医療機関 地域包括支援センター ケアマネジャー 等へのききとり 

 ・西三河医療圏 在宅医療介護連携推進事業 担当者会議への参加 

 ・各問題への対応 

 

＊各種団体への協力 

 

※会議等 

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

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

 打ち合わせ会（地域包括支援センター）       毎月第 2火曜日 13：30～ 市役所 

 碧南市健康を守る会会報編集委員会         毎月第 3木曜日 13：30～ 医師会館 

 西三河医療圏 在宅医療介護連携推進事業 担当者会  年 4回（6月・9月・12月・3月）13：30～ 安城市医師会館 

 認知症初期集中支援チーム チーム員会議      毎月第 3火曜日 13：30～ 市役所 

 （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）利用登録状況

令和2年1月31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 71.4 91(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

10 21 Ｐ医療機関 2

63 1 4

9 1

1 2

2 3

92 1

1

1

1

215

３ その他統計 　　

2019.9月 2019.10月 2019.11月 2019.12月 2020.1月

119 124 125 128 130

194 192 155 170 166

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  市内：訪看7/7、居宅12/12、訪介8/9

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

在宅医療サポートセンター

その他

合計

合　　計

Ｂ事業所 Ｈ事業所 Ｑ医療機関

患者登録合計数

患者記事数

資料３

Ｍ事業所

Ｎ事業所

Ｏ事業所

Ｅ事業所 Ｋ事業所

Ｆ事業所 Ｌ事業所

Ｃ事業所 Ｉ事業所

Ｄ事業所 Ｊ事業所



IIJ電子＠連絡帳バージョンアップについて             資料４ 

 

１ 背景と目的（IIJより） 

・電子＠連絡帳はリリース当初の狙いであった在宅医療介護連携の情報共有ツールと

してスタート。現在、専門職 30 職種以上・1.3 万人、患者登録数 1.7 万人、採用行

政・地域 60以上。 

・地域課題は様々。在宅医療介護連携だけではない活用へ。 

・ICTサービスとして対応すべく、迅速性、柔軟性、安全性を考慮。対応可能な仕組み

へと進化。 

 

２ スケジュール 

・令和 2年 6月 19日（金）22:00 サービス停止・サービス切り替え作業（IIJ） 

・令和 2年 6月 20日（土）           サービス停止・サービス切り替え作業（IIJ） 

・令和 2年 6月 21日（日）           サービス停止・サービス切り替え作業（IIJ） 

・令和 2年 6月 22日（月）8：00       サービス開始 

 

３ バージョンアップ詳細 

(1) 証明書 

・既存の証明書はそのまま使用可能（入替の必要なし）。 

(2) ID・パスワード 

・既存の ID・パスワードそのまま使用可能（再発行の必要なし）。 

(3) データ 

・既存の患者、プロジェクト、投稿等は全て引き継ぎ。 

(4) アドレス（URL） 

・ポータルサイト・ログイン共に変更なし。 

 

４ 新バージョンの主なトピック 

・ホーム画面を新設            ・いいねボタンの実装 

・記事投稿のスレッド化          ・タグを強化 

・写真/ファイルビュー           ・メッセージの強化 

・「その他」を「プロジェクト」に統合    ・患者登録を簡単に  など 

 

５ 今後の予定 

・令和 2年 4月頃に案内文、新旧の画面比較及びマニュアルをポータルサイトに掲載予

定（現在、IIJにて作成中）。 

 



多職種合同研修について

年度 目的 内容・テーマ 実施日 曜日 実施時間 実施場所 参加者
数

連携の場面

平成27年度 各職種の業務内容の理解 平成28年1月9日 土 13：00～16：30 碧南市民病院
多目的研修室

75 日常療養

平成27年度 各職種の業務内容の理解 平成28年1月12日 火 17：45～19：15
特別養護老人ホームひまわり

地域交流センター響
60 日常療養

平成27年度 各職種の業務内容の理解 平成28年1月21日 木 14：30～16：00
碧南市役所
会議室４・５

79 日常療養

平成27年度
本人・家族の「生きること」の本心をきくことはなぜ
大切なのか？

平成28年3月11日 金 13：30～15：30
碧南市文化会館

研修室２
55 日常療養

平成27年度 本人・家族の「生きること」の本心をきくことはなぜ
大切なのか？

平成28年3月19日 土 14：00～16：00 碧南市民病院
講義室

38 日常療養

平成28年度 本人の思いを軸にした生活の実現。
多職種連携の問題点と解決策を考える。

平成28年7月8日 金 13：30～15：00 碧南市文化会館
研修室２

44 日常療養

平成28年度
本人の思いを軸にした生活の実現。
多職種連携の問題点と解決策を考える。

平成28年7月13日 水 13：30～15：00
碧南市役所
会議室４・５

44 日常療養

平成28年度 意思決定支援に関する普及啓発
意思決定支援講座
テーマ：人生の最終段階。　ゆれる本人・家族に私
たちができること

平成28年10月12日 水 13：30～15：00 碧南市文化会館
研修室２

121 看取り

平成28年度 多職種相互の連携強化 交流会 平成29年1月25日 水 19：30～20：45
碧南市文化会館

研修室２
58 日常療養

平成28年度
報告の相談のしかたへのアドバイス～医師の立場
より～
・情報の伝え方を一緒に考えましょう

平成29年2月17日 火 13：30～15：00
碧南市文化会館

研修室２
43 日常療養

平成28年度
報告の相談のしかたへのアドバイス～医師の立場
より～
・情報の伝え方を一緒に考えましょう

平成29年2月21日 火 13：30～15：00 碧南市文化会館
研修室２

37 日常療養

平成29年度
「家族で看取ること」の現実（特に家族の思い）を多職種に
伝える

講演会
生死　いきたひ　～家族で看取る～

平成29年5月25日 木 17：30～19：30
碧南市民病院
多目的研修室

102 看取り

平成29年度
連携に役立つ退院カンファレンスを考える①
～退院カンファレンスは何のために行うのか？～

平成29年9月15日 金 13：30～15：00
小林記念病院
第１会議室

40 退院時

平成29年度 連携に役立つ退院カンファレンスを考える①
～退院カンファレンスは何のために行うのか？～

平成29年9月29日 金 13：30～15：00 碧南市民病院
講義室

51 退院時

平成29年度
連携に役立つ退院カンファレンスを考える②
～医療チームと在宅チームはどんなかかわりをす
べきか？～

平成30年1月17日 水 13：30～15：00 碧南市民病院
講義室

49 退院時

平成29年度
連携に役立つ退院カンファレンスを考える②
～医療チームと在宅チームはどんなかかわりをす
べきか？～

平成30年1月22日 月 13：30～15：00 小林記念病院
第１会議室

44 退院時

平成30年度 ACPの概念を学ぶ
もしバナ（話）ゲームで縁起でもない話を身近に
～人生の最終段階についてトランプゲームで一緒
に考えてみましょう～

平成30年7月9日 月 13：30-15：00 碧南市役所
談話室２・３

40 看取り

平成30年度

事例を通じ、実際に起きたインシデント（出来事）に対し、参
加者が質問を重ね、そのインシデントの問題点を洗い出
し、もととなる課題（原因）を突き止める。問題解決の方策
をグループ討議することで、医療介護関係者が共有体験
し、相互の理解、共に考えることの重要性を学ぶ。

事例検討会 平成30年10月12日 金 13：30-15：00
碧南市役所
談話室４・５

42 日常療養

平成30年度

事例を通じ、実際に起きたインシデント（出来事）に対し、参
加者が質問を重ね、そのインシデントの問題点を洗い出
し、もととなる課題（原因）を突き止める。問題解決の方策
をグループ討議することで、医療介護関係者が共有体験
し、相互の理解、共に考えることの重要性を学ぶ。

事例検討会 平成31年2月6日 水 13：30-15：00 碧南市役所
談話室４・５

41 日常療養

令和元年度
医療介護関係者が利用者とのＡＣＰ（意思決定支援）を行う
時に必要となる看取りに関する情報を得る。

それぞれの看取りを知る
～施設・病院・在宅の立場からの情報提供～

令和元年6月７日 金 13：30～15：30
碧南市役所
談話室１～３

85 看取り

令和元年度

事例を通じ、実際に起きたインシデント（出来事）に対し、参
加者が質問を重ね、そのインシデントの問題点を洗い出
し、もととなる課題（原因）を突き止める。問題解決の方策
をグループ討議することで、医療介護関係者が共有体験
し、相互の理解、共に考えることの重要性を学ぶ。

事例検討会 令和元年１１月２７日 水 13：30～15：00 碧南市民病院
多目的研修室

50 日常療養

令和元年度

事例を通じ、実際に起きたインシデント（出来事）に対し、参
加者が質問を重ね、そのインシデントの問題点を洗い出
し、もととなる課題（原因）を突き止める。問題解決の方策
をグループ討議することで、医療介護関係者が共有体験
し、相互の理解、共に考えることの重要性を学ぶ。

事例検討会 令和元年１２月１１日 水 13：30～15：00 小林記念病院 45 日常療養

令和２年度 自立支援・重度化防止のための多職種連携 多職種合同カンファレンス（包括版） 日常療養

令和２年度 自立支援・重度化防止のための多職種連携 多職種合同カンファレンス（居宅版） 日常療養

令和２年度 医療職・介護職相互の理解と連携強化 事例検討会 退院時

令和２年度 医療職・介護職相互の理解と連携強化 事例検討会 急変時

「望む生き方」を軸にした退院カンファレンス運営の普及啓発

医療職・介護職相互の理解と連携強化

生き方に関する意思確認の普及啓発

多職種連携の地域における問題点・解決策の検討

多職種間の情報伝達に関する問題点・解決策の検討

退院カンファレンスの目的の共有

資料５



医療介護市民講座について

年度 テーマ 内容・講師 実施日 実施場所 参加者数
連携の
場面

平成27年度
楽なように　やりたいように　後悔しな
いように
～本人の生き方に向き合う在宅医療～

医療法人ゆうの森　理事長
たんぽぽクリニック　永井康徳氏

平成27年9月13日
芸術文化ホール
シアターサウス

159 日常療養

平成28年度
生き方を自分で決める
～あなたの人生の中で、大切にしてきた
ことは何ですか？～

日本医療コーディネーター協会
代表理事　嵯峨崎泰子氏

平成28年11月23日
芸術文化ホール
シアターサウス

154 日常療養

平成29年度
人生の終い方（しまいかた）
～「在宅医療」知ってますか？家で最期
まで療養したい人に～

公開討論会
　堀尾医院　堀尾静氏（座長）
　山中従天医館　山中寛紀氏
　碧南市民病院　金澤英俊氏
　老人保健施設ひまわり　野村勢津子氏
　碧南市訪問看護ステーション　中崎聖子氏

平成29年7月2日
芸術文化ホール
シアターサウス

205 看取り

平成30年度
終末期医療を知りましょう
～人生の最終段階に受ける医療を選ぶこ
とができますか？～

寸劇・講演
　山中従天医館院長　山中寛紀氏
　碧南市民病院　金澤英俊氏
　碧南市民病院職員（寸劇）
意見交換会
講演　終末期医療　考えておくべきこと
　　　堀尾医院　堀尾静氏

平成30年11月4日
芸術文化ホール
シアターサウス

169 看取り

人生の最期の生き方
～思いをお話してみましょう～

講演　あなたの「生き方」と「願い」を語りましょう
　　　国立長寿医療研究センター
　　　緩和ケア診療部　西川満則氏
もしバナゲーム

令和元年7月7日 碧南市文化会館 82 看取り

最期の望みの叶え方
～大切な思いを伝え合うこと～

寸劇・公開討論
　大切な思いの支え方～それぞれの立場から～
　　医師の立場　碧南市民病院　金澤英俊氏
　　看護師の立場　小林記念病院　友原たき子
　　ケアマネジャーの立場　石川智宏氏
　　家族の立場　健康課　石川麻子氏
　　碧南市民病院職員（寸劇）
ミニ講演　思いを伝え合うことは大切
　　　　　堀尾医院　堀尾静氏

令和元年10月27日
芸術文化ホール
シアターサウス

170 看取り

平成31年度

資料６



年度 テーマ 内容・講師 実施日 実施場所 参加者数
連携の
場面

令和2年度
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