
 

                                                                                   

(1) 資源把握 

 

■ 医療情報のリスト更新 

各医療機関及び介護事業所一覧の掲載事業所種別を追加するとともに、掲載内容

の変更点を確認、修正し、令和２年３月に配布予定。 

 

(2) 情報共有 

 

■ かすがいねっと連絡帳の普及・啓発 

市内や近隣市町の医療・介護従事者が情報を共有するツールとして、ＩＩＪ電子＠連絡

帳を導入し、運用している。 

●利用状況等                     ●登録施設内訳（一部抜粋） 

 ４月 ９月 

登録患者数 １７８ １９１ 

登録記事数 3,629 4,202 

登録施設数 １７８ ２５１ 

登録利用者数 ３５１ ４４４ 

 

 

●近隣市町との連携の状況 

 

平成 31年４月１日  小牧市、岩倉市と協定を締結 

平成 31年４月 10日 尾張東部医療圏（瀬戸市、尾張旭市、長久手市、日進市、東郷

町、豊明市）と協定を締結 

  令和元年 10月１日  尾張中部医療圏（清須市、北名古屋市、豊山町）と協定を締結 

   

診療所 ８７ 

歯科医院 ２０ 

薬局 ３２ 

居宅介護支援事業所 ２７ 

訪問介護 ８ 

訪問看護 ２５ 

春日井市地域包括ケア推進状況報告 
 

地域包括ケアシステムの深化・推進 ～我が事・丸ごと「地域共生社会」の実現にむけて～ 

1 在宅医療及び介護連携 

医療機関と介護事業所が連携して支援するため、各機関の支援に関する情報を関

係者が活用できるように見える化し、医療介護連携を推進する。 

 

医療と介護の支援に関わる多職種が、支援に必要な情報を共有し、医療と介護の包

括的な支援を推進する。 

 



 

(３) 医療介護関係者研修 

 

■ 地域単位での多職種連携研修 

医療と介護の関係者の連携を深めるため、昨年度に続き、多職種連携研修「地域で

顔の見える関係づくり～地域の関係者（仲間）の人となりを知ろう～」と題して、令和元年

11月14日（木）、21日（木）に各日２箇所で開催予定 

 

■ 対象者別研修 

● 医療者関係者に介護に関する研修の実施 

７月２５日（木） 藤山台診療所のスタッフを対象に実施 

● 介護関係者に医療に関する研修の実施 

  要介護者に多くある疾患について、ケアマネジャーの疾患理解を深め、医師との円滑な連携を

図るため、市内診療所の医師が講師となり研修を実施 

①９月５日（木） 糖尿病について 講師：田島クリニック 田島義孝医師 

参加者：５９人（ケアマネジャー５４人、その他５人） 

②１月３０日（木）腎不全について 講師：だんばら内科クリニック 檀原敦医師 

● 医療従事者向けACP研修の実施 

７月２６日（金） 春日井市民病院 會津惠司医師を講師に研修を開催 

 参加者：24人（医師13人、その他11人） 

 

■ テーマ別の多職種連携研修 

● 市歯科医師会主催 

令和元年10月３日（木） 総合保健医療センターにおいて、藤田医科大学 松尾浩一郎氏によ

る公衆衛生・学術講演会「超高齢社会に対応した歯科医療～食べる機能に歯科医はどう向き合う

か」を開催 

● 市薬剤師会主催 

令和元年10月26日（土） 総合保健医療センターにおいて、「多職種による認知症高齢者の生

活機能支援」をテーマとした「春日井市薬剤師会生涯教育研修会」を開催予定 

   ● 春日井市民病院主催 

     令和元年９月15日（日） ホテルプラザ勝川において、「日本ACP研究会 第４回年次大会」を

開催 

 

■ 在宅医療導入研修 

10月25日（金） 小児在宅医療をテーマに研修会を開催予定 

講師：医療療育総合センター中央病院 副院長三浦医師 

医療と介護の多職種が連携するために必要とする知識習得や関係構築を目的とす

る研修により、円滑な多職種連携を推進する。 

 

資料１ 



 

 

(４) 周知・啓発 

 

■ 在宅医療に関する市民講演会 

令和２年１月18日（土） 東部市民センターにおいて、ケアタウン小平クリニック院長の

山崎章郎医師による在宅医療・介護市民講演会「人生の最終章どう迎えたいですか」を

開催予定。 

 

■ 市民向け 在宅医療に関する出前講座の実施 

１０月２日（水） 老人クラブの集まりの場で実施 

 

■ 市民公開講座の開催（春日井市民病院） 

 令和元年９月14日（土） 東部市民センターにおいて、小笠原内科院長の小笠原文雄医師によ

る市民公開講座「なんとめでたいご臨終」を開催 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  

在宅医療・介護に関する市民啓発を行い、住み慣れた地域で最期まで自分らしく生

活する地域包括ケアを推進する。 

 

⑴  多職種連携研修は医療及び介護関係者から多くの参加があり、連携の必要性の理

解が広がっている。 

⑵  在宅医療、アドバンス・ケア・プランニングに対する市民の関心は高く、市民公開講

座に多くの参加者があった。 

⑶  かすがいねっと連絡帳の医療従事者の登録が多くある一方、介護従事者の登録者

が増えてない。 

⑷  医療情報のリストを加除式のファイルにして配布しているが、リスト利用者が差し替え

をすることに手間がかかるため、リストの配布方法を検討する必要がある。 

効果と検討事項 



 

 

 

（１）資源の見える化 

社会参加や生活支援を目的とする地域資源を見える化し、市民及び地域包括支援セン

ター等の支援者が活用することで、生きがいづくりと介護予防を推進する。 

 

■ 介護サービス情報公表システム 

厚生労働省の運営する介護サービス情報公表システムに掲載の承諾を得た団体を

登録し、114箇所の情報を公表 

 

■ 社会資源シート 

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所が、利用者への説明等に活用できるよ

う、加除式の資源一覧表を配布、２月に更新予定 

資源一覧表の作成 
掲載資源数 187箇所  

配付事業所 101箇所 

 

（２）周知・啓発 

地域住民が主体となって行う互助活動の意義と目的を周知し、地域で生活する高齢者

の生きがいづくりと介護予防を推進する。 

 

■ 団体紹介冊子 

地域住民の互助活動の参画を促すため、住民主体サービスの実施団体を紹介する

冊子を10月、12月、3月に各2,000部作成し配布予定。 

 

■ 住民主体サービス実施団体意見交換会及びパネル展示 

   12月に住民主体サービス実施団体意見交流会を実施予定 

（３）資源開発 

地域に不足する生活支援や介護予防活動を把握し、地域住民が主体となる互助活動

の実施を検討する地域協議会により、地域資源の開発を推進する。 

 

■ 協議体の開催 

市内を１２地区に分け、互助活動を行う地域活動団体等の関係者が出席し、地区内

にある課題や解決策を共有し、地区全体で互助活動を推進する。15７人が参加 

令和元年度は、１２地区のうち５地区（藤山台・岩成台、高蔵寺、南城、松原、中部）に

ついては地域福祉計画策定のヒアリング（住民座談会）として実施。 

  

２ 生活支援体制整備 



 

地域協議会のまとめ 

 

 

 

 

 

 

■高齢化による担い手不足 

■若い世代の互助意識の醸成 

★近隣住民同士の見守りあい活動 

★地域包括支援センター発行の便りを活

用した情報発信 

坂下地区 

■地域にある互助活動を集約、共有でき

ていない 

■軽微な作業が自分ではできない 

★地域住民による資源マップ作成 

★住民主体の訪問手伝い事業 

高森台・石尾台地区 

■高齢者サロン同士の交流がない 

■地域内に駐車スペースがない 

★東部地区サロン交流会の開催 

★町内会による町内駐車場の利活用マッ

チング 

東部地区 

■徒歩圏内に買い物場所がない 

★高齢者サロンを拠点とするタクシーに

よる買い物ツアー 

鷹来地区 

■孤立死を防ぐ地域の見守り 

■徒歩圏内で活動場所を確保する 

★区長発信で見守り意識を高めるリーフ

レットを作成し回覧 

★町内会の回覧板の手渡しの推進 

★地域の店舗が空き時間に場所を提供 

柏原地区 

■孤立死を防ぐ地域の見守り 

■ゴミ出し困難な高齢者 

■身近な場所に集いの場が必要 

★高齢者サロンによるサロン非開催日の

見守り活動 

★住民互助によるごみ捨て助け合い活動 

西部地区 

■身近な場所に集いの場が必要 

■認知症を見守る地域づくり 

★活動中の集いの場の参加者による新た

な活動の創設 

★高齢者まもり隊の活動周知 

味美・知多地区 



 

住民座談会のまとめ 

 

 

 

 

  

●町内会行事で世代間交流ができている（高蔵寺、南城） 

●自治会がボランティアグループを組織して活動している（南城） 

●地域住民による互助活動が多くある（藤山台・岩成台、中部、高蔵寺） 

●地域の新聞店が高齢者の見守り活動をしている（藤山台・岩成台） 

●地域住民による高齢者の見守りがある（南城、松原） 

●地域に住む高齢者の状況を把握できている（中部） 

地域の強み 

■世代間交流の機会が少ない（藤山台・岩成台、高蔵寺） 

■地域活動の新たな担い手が不足（藤山台・岩成台、南城、） 

■徒歩圏内に日常に必要な店舗がない（藤山台・岩成台） 

■地区内で高齢者の集いの場の充実に地域差がある（中部） 

地域の課題 

⑴ 地域協議会では、参加者が地区内で創設された互助活動を知ることで互助活動

の横展開とともに、互助の必要性の理解につながっている。 

⑵ 市ホームページでサロンの情報等を掲載しているが、高齢者等から紙媒体での情

報が望まれている。 

効果と検討事項 

■市民が高齢者サロンの情報について、紙媒体で知ることのできるものが必要 

■ハートフルパーキング事業がしられていない地域がある 

 ⇒その後、市内で駐車場確保の必要性が高い地域に協力依頼の文書を配布した。 

■おれんじプラスカフェや認知症サポーターの更なる周知が必要 

協議体等で提言のあった市全域に係る課題 



 

   

 

(１) 早期発見・早期治療 

■ 認知症初期集中支援チーム 

社会福祉士、看護師とチーム員の専門医で構成する認知症初期集中支援チームを

基幹型地域包括支援センターに配置し、毎月１回チーム員会議を開催 

 

   

 

 

 

(２) 認知症の人にやさしい地域づくり 

 
■ かかりつけ医及び医療・福祉・介護関係者従事者研修会（認知症疾患医療センター） 

令和元年７月６日（土） 熊田法律事務所所長 熊田均氏を講師に研修会「認知症の

人に関する法律知識～成年後見制度及び消費者被害～」を開催 
 
■ 認知症市民シンポジウム（認知症疾患医療センター） 

令和元年11月30日（土） 小牧市まなび創造館において、「認知症についての市民シ

ンポジウム」を開催予定 
 

■ ＲＵＮ伴の開催 

世界アルツハイマーデイに合わせ、令和元年９月21日（土） 春日井市社会福祉協議

会が事務局として、落合公園をゴール会場にＲＵＮ伴2019inかすがいを開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 認知症総合支援 

軽度認知障害や認知症の診断、治療に至っていない高齢者に、適切な治療や支援

を提供し、認知症の予防、悪化の防止により、地域で自立した生活の継続を推進する。 

 

認知症に対する理解の促進と地域の見守りネットワークにより、認知症になっても住み

慣れた地域で安心して生活できる町づくりを推進する。 

⑴ ＲＵＮ伴では、市内の多数の事業者等から協賛があり、認知症高齢者に対する支援

の意識が非常に高かった。 

⑵ 軽度認知障害にある高齢者の把握のため、民生委員の一人暮らし調査時に認知症

チェックリストと認知症初期集中支援チームの紹介リーフレットを配布したが、相談には

つながっていない。 

効果と検討事項 

チーム員会議検討事例件数 

 ４月 5月 ６月 ７月 8月 ９月 

新規 ２ ０ １ ０ １ ２ 

継続 ２ １ １ １ ０ ０ 

 



 

 

 

 

（１）身近な地域での介護予防の推進 

 

 

 
 
■ 介護予防・生活支援サービス 

地域住民が主体となって行う高齢者サロンに対する補助を拡充し、身近な介護予防の

通いの場の充実を図った。 

  

 

 

 

 

 
 
 
■ 一般介護予防サービス 

   介護予防の通いの場において、介護予防に関する登録講師を高齢者サロンに派遣し、

試行的に講座を開催することで新たな介護予防活動を取り入れる機会をつくり、高齢者サ

ロンの内容充実を図った。 

 

 令和元年度派遣依頼件数 48件 （依頼サロン数 30箇所） 

 

 

 

 

 

 
                 

４ 介護予防 

⑴ 高齢者の身近な介護予防の場となる高齢者サロンについて、補助制度の拡充や講

師派遣制度の創設により実施箇所及び内容の充実が図られた。 

⑵ 市内で約 100 箇所、介護予防の意識を持って参加する高齢者が集う高齢者サロ

ンを積極的に活用し、介護予防と疾病予防を両立する取り組みを推進することで健康

寿命の延伸が見込まれる。 

効果と検討事項 

高齢者が地域の中で通うことのできる介護予防活動への支援や口腔機能向上の取

り組みを実施し、介護予防を推進する。 

【改正前】補助額（年額） 

月１回     ５万円 

月２回以上 １０万円 

【改正後】      補助額（年額） 

月１回                 ５万円 

月２回 又は 延べ人数 500人以上 

                    １０万円 

週 1回以上            ２０万円 


