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部会 カテゴリー1 カテゴリー2 開催回 課題 要約

医療介護 啓発 エンディングノート 401 エンディングノートの作成と普及について エンディングノートの作成

医療介護 啓発 エンディングノート 402 「終末期医療の事前指示書」や「尊厳死宣言書」等について積極的な啓発 事前指示書等の啓発

医療介護 啓発 エンディングノート 405 本人の意思が尊重されるように意思を文書で残せるカード等の作成と普及 意思表示のカード作成

医療介護 啓発 介護予防 701
訪問歯科診療の範囲・口腔ケアの重要性・鈴鹿市訪問口腔ケアステーションについて
の啓発が必要

口腔関連の啓発

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1004 介護認定の不服申請と変更申請のすみ分けがいる 不服申請と変更申請の住み分け

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1005 ケアマネは，介護プランに，サービス利用の明確な目標設定することが必要 介護プランの明確な目標設定

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1009
利用者や家族や一部の事業所の，介護度は重いほうがよいという認識を変える必要
がある

介護保険制度の啓発

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1011 介護保険の目的や適正利用についてのわかりやすいマニュアルが必要
介護保健の分かりやすいマニュ
アル

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1012 ケアマネが利用者に対して介護保険の目的を説明する必要がある ケアマネの利用者への説明

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1016 介護度が軽くなったことをよいことだと認識してもらえるような働きかけ ケアマネジメントの適正化

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1023 介護度が重くなるようがよいと誤解されそうな標記になっている 介護度の標記方法の問題

医療介護 啓発 ケアマネジメント 1047 介護保険利用者への自立に向けてのクリニカルパス作り 介護保険のクリニカルパス作成

医療介護 啓発 在宅医療・介護の啓発 311 住民が当事者問題として自助・互助を考えてもらえるような啓発 自助・互助の啓発

医療介護 啓発 在宅医療・介護の啓発 408
介護サービス利用者やその家族，若い世代に対して終末期の意志表示・尊厳死に関
する普及啓発

終末期・尊厳死の啓発

医療介護 啓発 在宅医療・介護の啓発 614 住民に，自助・互助の概念を当事者問題として考えてもらう取組み 自助・互助の啓発

医療介護 啓発 在宅医療・介護の啓発 1002 利用者の介護保険サービスへの依存に対する取り組み ケアマネジメントの適正化

医療介護 啓発 生活習慣病予防 914 早い段階で病識を持ってもらう取り組み 病識を持ってもらうための関わり

医療介護 研修 医療同意 410
関係機関へ医療同意や身元保証がないことでサービスの提供の拒否ができないこと
を周知徹底

医療同意や身元保証のない人へ
のサービス

医療介護 研修 エンディングノート 406
医師等が本人の意思を事前に確認する，エンディングノートの作成を指示する仕組み
作り

医師による意思尊重への取り組
み

医療介護 研修 ケアマネジメント 702
訪問歯科診療や口腔ケアの視点ももったケアマネージメントの重要性を主治医等の
関係機関に啓発

関係機関へ口腔の重要性の啓
発

医療介護 研修 ケアマネジメント 1001 ケアマネが利用者が介護保険制度に依存しないプラン作りが必要 介護保健に依存しないプラン作り

医療介護 研修 スキルアップ 1015 事業者から利用者へサービス利用の目的等の説明がいる
利用者へのサービスの目的の説
明

医療介護 研修 スキルアップ 1018 事業所が利用者の自立や地域社会のことを考えた取り組みをしなくてはいけない ケアマネジメントの適正化

医療介護 研修 スキルアップ 308 支援拒否ケースの対応に関して専門職のスキルアップが必要 支援拒否対応のスキルの取得

医療介護 研修 スキルアップ 916 施設職員向けの医療行為や健康に関する学習の場の充実 施設職員の学習の場

医療介護 研修 スキルアップ 1008 関係職種が，介護保険制度の理念と目的についての正しく理解する必要がある 介護保健の理念と目的への理解

医療介護 研修 スキルアップ 1019 関係機関の自助・互助・共助・公助のシステムの認識の確認しなおす機会 支援者のスキルアップ

医療介護 研修 生活習慣病予防 1107 問題意識のない人へのアプローチ方法 問題意識のない人の支援

医療介護 研修 見守り 801 ネグレクトによる危機介入という視点が持ちにくい セルフネグレクトの支援

医療介護 研修 見守り 509 支援が難しい依存症やセルフネグレクトの人への関わりについての勉強会 困難事例に関する勉強会

医療介護 サービス 24時間 706 24時間体制の在宅サービスの充実 24時間体制の住宅サービス

医療介護 サービス アルコール 506 アルコール依存症など，より専門的なスタッフが関われるようなネットワーク作り 専門職を支援に巻き込む仕組み

医療介護 サービス 居場所 507 依存症など集団生活になじめない人を受け入れる施設や依存症専用のデイサービス 困難ケースや依存症用のデイ

医療介護 サービス 居場所 508 在日の方専用のボランティアやデイサービス 在日専用のボランティアやデイ

医療介護 サービス 居場所 608 夫婦セットで利用できるサービスの提供 夫婦で利用できるデイサービス

医療介護 サービス 居場所 705 デイサービスが夜間の時間帯に利用できるナイトサービスの導入 ナイトサービスの導入

医療介護 サービス 居場所 1021 介護報酬や介護度に関係なく，長期間利用できるデイサービスが必要 デーサービスの居場所づくり

医療介護 サービス 医療介護連携 202 サービスの事業所は料金や契約の問題があるため，専門職が包括に協力しにくい 事業所を支援に巻き込む仕組み

医療介護 サービス 介護者支援 806 生活環境改善目的で一時的に入院などができるなどの制度がない 生活改善のためのショートステイ

医療介護 サービス 介護者支援 910 医療依存度の高い人の受け入れができる施設・ショートステイの充実
医療依存度の高い人のショート
の充実

医療介護 サービス 介護予防 1020 デイサービスでもリハビリが受けられるようにする デイサービスのサービスの充実

医療介護 サービス 介護予防 1010 介護度が軽くなった人に対するサービス（ヤクルト１年間無料，タクシー券など） 状態改善した人へのサービス
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医療介護 サービス ケアマネジメント 411 延命治療を選択した介護者に対するケアの充実 延命治療の介護者へのケア

医療介護 サービス ケアマネジメント 1007 利用者に対して，サービス利用の動機付けと目標設定が必要 サービス利用者と目標設定

医療介護 サービス ケアマネジメント 1028
利用者とデイサービスやデイケアの利用開始時に自立や状態改善を目的とした目標
を作る必要がある

状態改善を目標としたサービス
利用

医療介護 サービス ケアマネジメント 1033 介護保険の利用に至った阻害因子を判断した上で目標を作る必要がある 阻害因子を考えた介護プラン

医療介護 サービス ケアマネジメント 1037 介護度や限度額に沿ったプラン作りになってはいけない
介護保健プランの作り方の見直
し

医療介護 サービス 生活支援 1040 介護保険を利用しなくても使える住宅改修などの行政のサービスの充実 住宅改修などの行政サービス

医療介護 財産管理 医療同意 404 生活保護の人の保証人・医療同意が，市が行うなどの条例の検討 保証人や医療同意の条例検討

医療介護 財産管理 医療同意 409 妻や友人など，誰に最後の判断を託すかを決められる法的位置づけがない 尊厳支援のための法的位置づけ

医療介護 財産管理 エンディングノート 407 エンディングノート作成を支援する人が必要 エンディングノート記入の支援

医療介護 支援 アルコール 503 断酒会の付き添うなど治療継続を支援する人がいない アルコール依存への継続支援

医療介護 支援 援助拒否 108
支援の必要を自覚していない、相談意欲がない、支援拠点に足を運ばない人への働
きかけについて

相談に来ない人への支援

医療介護 支援 援助拒否 201 包括支援センターを拒否するケースに対して次の手立てがない現状 支援拒否への支援

医療介護 支援 介護者支援 802 介護をしている家族への支援や精神的サポートが必要 家族への支援

医療介護 支援 ケアマネジメント 1113 包括支援センターから早期に居宅のケママネに協力依頼するケースが少ない包括と居宅の連携

医療介護 支援 ケアマネジメント 1114 支援の準備段階に居宅のケアマネ等をチームに入れて，金銭面・生活面の両包括と居宅の連携

医療介護 支援 生活支援 905 糖尿病食を利用者と一緒に自宅で作るような生活支援サービスの充実 栄養士による生活支援サービス

医療介護 社会問題 医療同意 403
医療同意や身元保証・引受人が不在による問題を解消する法的整備の要望書を提
出する等の働きかけ

医療同意や身元保証等の法的
整備

医療介護 社会問題 ゴミ屋敷 1109 ゴミを溜めている独居高齢者の家の火事防止 高齢者の火事防止

医療介護 多職種 24時間 915 24時間対応の訪問看護の充実 24時間体制の訪問介護

医療介護 多職種 医療介護連携 203
専門職がケースに関わるには，医師の指示書も必要になるため，医師の理解・連携
が必要

専門職を支援に巻き込む仕組み

医療介護 多職種 医療介護連携 205 医師による電話や訪問が必要になってくる 医師を支援に巻き込む仕組み

医療介護 多職種 医療介護連携 307 困難事例を抱え多忙な包括支援センターの後方支援のシステムが必要 包括センターの後方支援

医療介護 多職種 医療介護連携 609 医師や薬剤師等の往診など，家に行くサービスの充実と補助 往診などの訪問サービスの充実

医療介護 多職種 医療介護連携 704 定期巡回型の訪問介護や訪問看護の充実
定期巡回型の訪問看護と介護の
充実

医療介護 多職種 医療介護連携 902
治療方針や病状を家族全員に共通認識してもらえるように主治医に働きかける連携
体制

家族の共通認識への働きかけ

医療介護 多職種 医療介護連携 909 かかりつけ医で食事の指導を受けてもらえる仕組み作り かかりつけ医で栄養管理

医療介護 多職種 医療介護連携 104 在宅療養していくケースの総合病院から診療所を紹介する関係作り 病院と診療所の連携

医療介護 多職種 医療介護連携 109
施設相談員が地域に出て行く方法　特別養護老人ホーム以外の施設の選択肢がな
い

施設や相談員の活用の仕組み

医療介護 多職種 医療介護連携 1022 各事業所の特色を掲載したエコマップの作成が必要 事業者エコマップの作成

医療介護 多職種 介護予防 903 病状の悪化によって，今後及ぼす影響について説明 病状悪化による危険性の説明

医療介護 多職種 ケアマネジメント 1006
介護プランの目標に対して，利用者と関係者が達成できているかを適正に評価する必
要がある

介護プランの目標に対する評価

医療介護 多職種 ケアマネジメント 1014 本当に必要なサービスが提供されているかのチェック体制がいる サービスのチェック体制

医療介護 多職種 ケアマネジメント 1024 介護度が変更された時に専門的なアドバイスが受けられる仕組み 介護保健卒業者の相談窓口

医療介護 多職種 ケアマネジメント 1027 不服申請など個々の事例を積み重ねて，集団的な形に活かせるような仕組み作り 不服申請の内容の検討

医療介護 多職種 ケアマネジメント 1039 介護給付費の制限の見直しと適正化が必要 介護給付の見直しと適正化

医療介護 多職種 地域ケア会議 1038 他職種が集まって，色んな制度やサービス，地域のことを考えていく場が必要
多職種でサービスや地域を考え
る場

医療介護 まちづくり 介護予防 1013 通院介助のサービスなどが介護保険を卒業しても使えるようにする
介護保健卒業者の通院介助の
サービス

医療介護 まちづくり 地域ケア会議 313
地域づくり、地域課題を解決のために、専門職だけで話し合うのでなく，地域の中に入
りこむことが必要

専門職と地域が話し合う場

医療介護 まちづくり 地域ケア会議 611
訪問も見守りも包括だけでは限界があるので，地域のシステム作り，包括のボランチ
を作り

包括による支援の限界

医療介護 まちづくり 地域ケア会議 613
地域作りや地域課題を解決ために，地域住民が主体とし，専門職を地域の中に入れ
る仕組み

専門職と地域が話し合う場

医療介護 まちづくり 見守り 803 地域からの孤立を予防するための近隣住民と支援者が話し合う場が必要 孤立予防を地域で話し合う場

医療介護 見守り アルコール 502 アルコール依存の家族からの相談を受けて支援につなげるネットワーク作り アルコール依存への早期介入

医療介護 見守り 見守り 1105 支援が必要な方の早期発見のための行政各課の情報共有が必要 行政内の情報共有
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医療介護 見守り 見守り 1106 税未納者などを福祉につなぐ仕組み作りが必要 支援が必要な人の早期発見

医療介護 予防 介護予防 703
退院時に，栄養指導と同じように，在宅生活をする人には口腔ケアの指導が受けられ
る機会が必要

退院時の口腔ケア指導

医療介護 予防 介護予防 912 専門職が予防の段階で関われる体制作り
予防に専門職を支援に巻き込む
仕組み

医療介護 予防 介護予防 911
基本チェックシートだけでなく，サービスを受けていない人も何らかの方法で拾い挙げ
られる方法

サービス未利用者の把握方法

医療介護 予防 介護予防 1025 利用者の状態によって選べるいろんなレベルの受け皿作り バリエーションのある受け皿作り

医療介護 予防 生活習慣病予防 913 特定健診で異常がみつかった人の特定保健指導の強化 特定保健指導の強化

医療介護 予防 生活習慣病予防 1104 早い段階からの生活習慣病の管理が必要 生活習慣病の管理

医療介護 予防 生活習慣病予防 1108 高血圧や糖尿病のある人の早期からの口腔のケア 早期の口腔ケア

医療介護 予防 生活習慣病予防 904 介護予防だけでなく高齢者の生活習慣病の予防についての啓発が必要 高齢者の生活習慣病予防

介護予防 研修 ケアマネジメント 1036 病院や事業の中だけでなく，家庭でも継続してもらえるような関わりや工夫が必要
自宅で継続できるサービスの提
供

介護予防 サービス 介護予防 1032 家庭菜園や散歩など普段の生活改善に繋げる介護保険サービスの利用方法
生活改善につなげるサービス利
用

介護予防 多職種 医療介護連携 1042 ケアマネ以外でリハビリ等の引き続き関わる関係機関にも申し送りをして欲しい
ケアマネ以外の関係機関への申
し送り

介護予防 多職種 地域ケア会議 1035 介護保険の利用等に関して他職種が意見交換できる場が必要 多職種で介護保健を考える場

介護予防 まちづくり 居場所 112 孤独死予防のために，地域での居場所・役割作りについて 孤独死予防

介護予防 まちづくり 居場所 1003 介護保険制度を卒業したあとの受け皿がない 介護保健卒業者の行き場所

介護予防 まちづくり 居場所 505 地域における男性の役割作り 地域の男性の役割作り

介護予防 まちづくり 居場所 1026 地域の特色にあわせた受け皿作り 地域の特色に合った受け皿作り

介護予防 まちづくり 居場所 1030 介護保険卒業者が，孤立・閉じこもりにならないための居場所作り 介護保健卒業者の居場所作り

介護予防 まちづくり 居場所 1031 趣味が生かせる居場所作り 趣味を活かす居場所作り

介護予防 まちづくり 居場所 1045 地域の人達が集まって話せる場所 地域の人が集まれる場

介護予防 まちづくり 居場所 1046 介護保険から卒業した人など，同じような立場の人が話せる場所 同じ状況の人が集まる場

介護予防 まちづくり 居場所 1101 男性が参加しやすいシニアクラブや趣味趣向が活用できる場が必要 高齢者の居場所

介護予防 まちづくり 居場所 1102 農作業などを通して高齢者が集まれる，閉じこもりの方を支援するシステム作り高齢者の居場所

介護予防 まちづくり 居場所 1103 独居高齢者が人とのつながりが持てる場が必要 高齢者の居場所

介護予防 まちづくり 居場所 906 スーパー等の高齢者が集まる場所で健康管理や相談ができる取り組み 地域で栄養管理

介護予防 まちづくり 介護予防 1017 地域の互助的なサービスを増やす必要がある 地域の互助サービスの増加

介護予防 まちづくり 介護予防 1034 自立の手本となる元気な高齢者のボランティア養成と活動支援がいる 手本となる高齢者の育成と支援

介護予防 まちづくり 介護予防 1043 介護保険を使わない地域密着や住民参加型のサービスの充実 介護保険を使わないサービス

介護予防 予防 居場所 504 男性が楽しめる居場所作り 男性の居場所

介護予防 予防 介護予防 1044 地域で口腔ケアや機能回復の訓練などができる場所や口腔教室が必要 地域での口腔ケアや口腔教室

介護予防 予防 介護予防 106 介護保険に関わらずリハビリ等が予防的に関われる仕組み作り
介護保健を使わないリハビリ
サービス

介護予防 予防 介護予防 908
要支援で糖尿病や腎炎など疾患を持っている人が地域で参加できる栄養教室・糖尿
病教室の開催

地域で栄養管理

生活支援 支援 介護者支援 208 関係が悪い・疎遠な家族への関わり方　家族にどこまで協力を求めていくか 家族の役割

生活支援 支援 介護者支援 917 非正規雇用の家族に対して経済的な支援や指導を行う体制作り 家族の雇用支援

生活支援 支援 ゴミ屋敷 804 認知症高齢者に対する定期的な訪問，ゴミ出しなどの生活支援サービスの充実 認知症への生活支援サービス

生活支援 支援 生活支援 1041
介護保険を利用していない人が利用できるケアマネに代わる個別のコーディネーター
が必要

介護保健卒業者のコーディネイト

生活支援 支援 生活支援 805
難病申請による医療費軽減，ゴミ捨てのためのトラックの無償貸出し，ゴミの分別料負
担軽減など利用できるサービス情報の整理と啓発

低所得者へのサービスの啓発

生活支援 支援 生活支援 1029 外出支援などのボランティアによるサービスの充実 ボランティアの外出支援

生活支援 まちづくり 居場所 907 健康増進ができるフードコート 地域で栄養管理

生活支援 見守り 見守り 310
家族・親族の協力が得られない事例に対して近隣住民が支援者となる見守りネット
ワークシステム

家族トラブルケースの見守り

生活支援 見守り 見守り 113 自治会に入っていない人の情報共有するネットワーク 自治会に入っていない人の把握

認知症 啓発 高齢者の運転 304 本人と家族に認知症高齢者の自動車運転の危険性を理解してもらうための関わり 認知症の運転の危険性

認知症 啓発 徘徊 610 関係機関が認知症の徘徊の正しい対応方法を学ぶ機会 徘徊の対応方法
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認知症 啓発 徘徊 612 家族も責任を求められるなど認知症に関して様々な年齢への普及啓発 認知症の啓発

認知症 啓発 見守り 303 幅広い世代へ認知症に関する啓発 認知症の啓発

認知症 財産管理 財産管理 1110 問題意識がなく金銭管理が出来ない人の意識付けや早期に制度の導入が必要問題意識のない人の支援

認知症 財産管理 見守り 107
保証人や支払い等で気になるケースは，院内だけでなく地域で情報共有し，支えてい
く仕組み作り

病院と地域の情報共有

認知症 財産管理 見守り 110
社協の見守りネットワーク事業の独居老人の訪問や権利擁護などのサービスを広く
広報が必要

訪問や権利擁護などのサービス
の広報

認知症 支援 高齢者の運転 305 危険運転がある人の運転を止めさせる方法 認知症ドライバーへの対応

認知症 支援 認知症初期 302 認知症初期からの受診勧奨，服薬管理，介護サービスにつなげるため仕組み 認知症初期への支援

認知症 支援 認知症初期 607 受診につながらない人への認知症スクリーニング 認知症の受診勧奨

認知症 支援 認知症初期 1111 とりつくろいが出来る独居の認知症高齢者を早期に発見する方法 認知症の早期発見

認知症 支援 認知症初期 204 認知症の自覚がない人の医療受診勧奨方法 認知症の受診勧奨

認知症 まちづくり 居場所 306 認知症高齢者の退院後の施設や地域の受け皿の問題 退院後の認知症の生活の場

認知症 まちづくり 居場所 312 認知症による周辺症状があっても、地域で支え暮らしていけるような仕組み作り 認知症への地域の支援

認知症 まちづくり 地域ケア会議 615 認知症の人を地域で支えていけるような仕組みづくりを住民と考える機会 認知症対策を地域で考える場

認知症 見守り 介護者支援 301 家族以外の認知症の在宅生活を支える身近な協力者との連携について 家族以外の支援者との連携

認知症 見守り 認知症初期 309 認知症の早期発見・早期通報のためのシステム作り

認知症 見守り 徘徊 601 今回の事例のような徘徊時の初動体制を他の地域でも作る必要がある 地域での徘徊時の初動体制

認知症 見守り 徘徊 602
見守り体制作りのために，それぞれの地域，例えば地区市民センター単位で会議が
必要

地域での見守り体制会議

認知症 見守り 徘徊 603
顔写真等の情報を流す，メールやフェイスブックの利用等の徘徊ネットワークシステム
の見直し

徘徊ネットワークの情報の取り扱
い

認知症 見守り 徘徊 604 徘徊の危険のある人の情報の登録と，事前に自治会等への情報提供
徘徊危険者の事前登録と情報共
有

認知症 見守り 徘徊 605 徘徊時にケアマネや家族，自治会等と連絡が取れる緊急連絡先の整備 徘徊時の緊急連絡先の整備

認知症 見守り 徘徊 606 ガソリンスタンドなど地域で協力が得られるところへの情報提供 徘徊危険者の事前の情報共有

認知症 見守り 見守り 111 対人関係に問題のあるケースなどの見守りを地域にどこまでお願いしていくのか 対人問題ケースの見守り

認知症 見守り 見守り 206
支援拒否のケースは状況に応じて支援に入れるように，地域での見守り・連絡体制が
必要

支援拒否ケースの見守り

認知症 見守り 見守り 207
民生委員による見守りは，一人暮らし高齢者が対象であり，認知症の被害妄想による
トラブルもあるケースは，地域に見守りを頼ることが難しい

被害妄想ケースの見守り

認知症 見守り 見守り 501
地域の人や民生委員など周囲の人が早期に気づき，関係機関が早期に対応できる
仕組み

地域から関係機関に繋げる仕組
み

認知症 見守り 見守り 101 早期把握のために電気や水道等のライフライン協定 ライフライン協定

認知症 見守り 見守り 102 地域のスーパー，宅配サービス，企業，地域住民からの通報システム 急変時の通報システム

認知症 見守り 見守り 103 通報システムにおける個人情報の取り扱いについての取り決め 通報時の個人情報の取り扱い

認知症 見守り 見守り 105 在宅酸素業者と病院の情報共有 業者と病院の情報共有

認知症 見守り 見守り 901 状態悪化時のタイミングを逃さずに支援ができるような見守りシステム 急変発見目的の見守りシステム

認知症 予防 生活習慣病予防 1112 独居の認知症患者の生活習慣病の管理 生活習慣病の管理
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