
 

 

富津市在宅医療・介護連携推進会議  会議録  

１ 会議の名称  令和２年度第２回富津市在宅医療・介護連携推進会議  

２ 開催日時  
令和３年３月１日（月）  

１９時００分～２０時１０分 

３ 開催場所 ＺＯＯＭによるオンライン及び富津市役所３階庁議室  

４ 審議等事項  

第１号：各ワーキンググループにおける令和２年度の取

組について（報告）  

(１ )在宅医療･介護連携部門ワーキンググループの取組

について  

(２)認知症施策部門ワーキンググループの取組について  

第２号：その他 

(１ )君津圏域医療･介護多職種連携エチケット集の活用

状況について  

(２)千葉県地域生活連携シートの活用状況について  

(３)オレンジ連携シートの活用状況について  

５ 出席者名  

（委員）  

氏名(敬称略) 参加方法  氏名 (敬称略) 参加方法  

三枝 奈芳紀  ZOOM 竹内  修  来庁 

田中 計 ZOOM 川口  哲也  来庁 

細井 尚人  ZOOM 熊切  篤  ZOOM 

水町 裕義  ZOOM 大島  拓二郎  ZOOM 

丸 尚子 ZOOM 宮野  京子  来庁 

土屋 礼江  来庁  夏目  剛志  来庁 

牧 達人 ZOOM 秋川  裕康  ZOOM 

有江 直樹  ZOOM 和泉  喜章  ZOOM 

早川 清子  ZOOM 古堀  真由美  ZOOM 

尾﨑 睦子  ZOOM 三枝  裕文  ZOOM 

藤野 雅一  ZOOM 池田  剛和  来庁 

（事務局）飛澤賢宏、大語茉莉、西野雅則  



 

 

６ 公開又は  

非公開の別  
公開  ・  一部非公開  ・ 非公開  

７ 非公開の  

理由 

富津市情報公開条例第 23 条第  号に該当  

（理由）  

８ 所管課  
健康福祉部介護福祉課  高齢者支援係 

電話 0439－80－ 1300     

９ 会議録  

（発言の内容） 
別紙のとおり  
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発言者  発言内容  

事務局  

（西野）  

 定刻となりました。  

本日欠席される旨ご連絡をいただいている方を除き、お集

まりいただいております。本日の進行を務めます、西野と申

します。よろしくお願いいたします。  

今回は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ＺＯ

ＯＭによりご参加いただいている委員の方もおられます。  

これまでとは少々勝手が異なりますので、聞き取れない等

の支障がございましたら遠慮なくお申し出ください。  

ＺＯＯＭによりご参加されている委員の方におかれまして

は、適宜、会議資料を画面共有いたしますので、そちらをご

確認ください。  

会議を始めます前に、配付資料の確認をいたします。  

事前にお配りしたものは、  

⚫ 次第  

⚫ 議題第１号・第２号資料  

⚫ 議題関連資料  

です。  

不足がございましたら、資料をお持ちしますので、挙手を

お願いいたします。  

ＺＯＯＭでご参加の方は、データを共有させていただけれ

ばと思いますので、お申し出ください。 

事務局  

（西野）  

（開会）  

それでは、ただ今より、令和２年度第２回富津市在宅医療・

介護連携推進会議を始めさせていただきます。  

また、議事録作成のため、会議の内容を録音、ＺＯＯＭ画

面のレコーディングをさせていただいておりますので、ご了
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承くださるようお願い申し上げます。  

お手元の次第により、進めさせていただきます。  

開会にあたり、三枝会長からごあいさつをお願いいたしま

す。 

三枝会長  皆さまこんばんは。三枝でございます。本日はお疲れのと

ころ、ご参集いただきまして、ありがとうございます。  

ＣＯＶＩＤ－１９も、緊急事態宣言下における皆さま方の

自粛努力によって、やや下火となってまいりました。宣言解

除も視野に入ってまいりましたが、宣言が解除されますと、

感染がリバウンドすることは、ほぼ間違いないと思います。

ワクチンが普及するまでの間は、まだまだ気が抜けない期間

が続くと思われます。  

本会議も、今年度２回目ということで、令和２年度の総括

をさせていただきます。各ワーキンググループにおいて検討

されてきたことを報告していただき、来年度の計画に向けて

準備をしていきたいと思います。  

今後とも、ＣＯＶＩＤ－１９の対策をしつつ、住民の健康

や生活を守るためには、ますます医療関係者と介護関係者、

そして行政とが連携を深めていく必要があり、本会議の重要

性もますます増してくると思います。本日はどうぞ忌憚のな

いご意見を出していただき、よりよりものをつくっていきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

事務局  

（西野）  

ありがとうございました。富津市在宅医療・介護連携推進

会議設置要綱第６条に「会長は議長となる」と規定されてい

ますので、三枝会長に議事進行をお願いいたします。  

三枝会長  それでは、議長を務めさせていただきます。  
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初めに、私から、本日の会議の議事録署名委員の指名をい

たします。  

尾﨑委員を議事録署名人に指名しますので、よろしくお願

いします。  

それでは、会議次第に沿って、進めさせていただきます。            

議題第１号「各ワーキンググループにおける令和２年度の

取組について」を議題とします。  

初めに在宅医療・介護連携部門ワーキンググループについ

て、グループ長である私から報告いたします。  

三枝会長  在宅医療・介護連携部門ワーキンググループの活動を報告

します。  

本年度は、２つの項目について検討を行いました。  

１つ目に、市民向け在宅医療・介護連携のガイドブック（資

源リスト）の印刷についてご説明します。議題資料、議題関

連資料共に１ページをお開きください。議題関連資料に沿っ

て、ご説明いたします。  

 まず、アの「構成について」です。  

現在の構成は、住所別に医療機関や介護サービス提供事業

所が一覧となっています。そうではなく、市民の方が自分の

目的に沿って希望する医療機関等が探せるよう、構成を変更

することとしました。  

変更に当たっては、市民へアンケートを取り、いただいた

ご意見を反映させることとしました。そのため、後ほど説明

するアンケート調査票にて、質問項目をつくっております。  

以上の手続きを経て、別紙のとおり新たな「在宅医療・介

護関係者資源リスト」を作成しました。  

 次に（イ）「配布方法について」です。  

当初は資源リストの全戸配布を予定していました。しかし、
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総ページ数が３２頁と多いことから、令和３年１月上旬、予

算の範囲内で印刷して公共施設の窓口へ配架という周知方法

を検討する旨、事務局がワーキンググループ委員へ周知しま

した。  

 最後に（ウ）「今後の予定について」は、紙面に標記のとお

りです。  

 ２つ目に、「在宅医療・介護連携に係るアンケート調査」に

ついて、ご説明します。議題関連資料は、３６ページをお開

きください。  

 今後のご自宅等での医療や介護の支援体制づくりの参考と

することを目的に、郵送にてアンケート調査を行いました。

詳細は、別紙「集計結果」のとおりです。  

報告については以上となります。何か質問はございますか。 

 （質疑応答なし）  

三枝会長  続きまして、認知症施策部門ワーキンググループについて、

グループ長である早川委員から活動報告をお願いします。  

早川委員  では、認知症施策部門ワーキンググループの活動を報告し

ます。  

本年度は４つの項目に絞って検討を行いました。議題資料

は、３ページをお開きください。  

まず１つ目は講演会についてです。第１回在宅医療・介護

連携推進会議にて、本年度は認知症施策部門ワーキンググル

ープにて講演会を開催するということとなりました。そこで

新型コロナウイルス感染症の流行のため、開催方法等を検討

いたしましたが、事務局判断により本年度の開催は中止とな

りました。  
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２つ目は認知症ケアパスの改訂についてです。議題関連資

料の７２ページに原本が載っております。認知症ケアパスは

Ａ３版のものとＡ４を折りたたんだＡ５版のものがあります

が、平成３０年３月の認知症初期集中支援チームの立ち上げ

に伴い、作成いたしました。今回その内容の見直しを行うた

め検討を行い、事務局にて別紙のとおり（案）を作成しまし

た。修正点については、会議資料に記載されているとおりと

なりますので、改訂案と照らし合わせてご確認いただければ

と思います。  

３つ目は認知症メモリーウオークについてです。認知症メ

モリーウオークについては、令和２年１０月１１日の開催に

向け、５月・６月に実行委員会議を実施し、事務分担等を行

いました。しかし、多くの高齢者の参加も見込まれることか

ら、新型コロナウイルス感染予防のため本年度の開催は中止

としました。実行委員会のメンバーは変更せず、来年度での

開催に向け、４月以降に実行委員会を開き、開催方法や開催

時期について、再度検討をしていく予定となっております。  

４つ目は認知症サポーター養成講座修了ステッカーについ

てです。議題資料４ページをお開きください。  

富津市には３，０００人を超える認知症サポーターがいま

すが、どこにサポーターがいるのかわからないのが現状です。

そのため、認知症サポーターがいることが一目でわかるよう

なポスターやステッカーの作成について検討したところ、ま

ずは認知症サポーターやオレンジリングの周知を図る必要が

あるとの意見があったため、認知症サポーター養成講座やオ

レンジリングについて、広報ふっつや区長回覧等で周知を図

っていく予定です。  

以上です。  
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三枝会長  ありがとうございました。報告については以上となります。 

皆さまから何か質問はございますか。かなりコロナウイル

スに影響されてしまって、活動が縮小されてしまったようで

すが…  

 （質疑応答なし）  

三枝会長  質問もないようですので、以上で議題第１号を終了します。 

続きまして、議題第２号「その他」を議題とします。事務

局に説明を求めます。  

事務局  

（飛澤）  

事務局の飛澤と申します。議題第２号についてご説明しま

す。今回は、各シート等の説明後、活用状況についてグルー

プワークを実施していただければと考えております。  

まずは「（１）君津圏域医療・介護多職種連携エチケット集

の活用状況について」です。議題資料は５ページ、関連資料

は８０ページをお開きください。  

このエチケット集は、木更津市、君津市、袖ケ浦市及び当

市にて、「切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構

築」を目指し、医療・介護の関係者がよりスムーズに連携で

きるよう、作成したものです。  

医療・介護の関係者それぞれが業務を行っていくうえでの

基本的なエチケットをはじめ、医師への連絡や急変に備えた

対応について等、連携にあたって抽出された課題への対応を

エチケットとして定めています。  

次に「（２）千葉県地域生活連携シートの活用状況について」

です。関連資料は、８６ページです。  

このシートは、医療と介護サービスをスムーズに提供する

ことを目的に、居宅介護支援事業所や介護老人福祉・保健施
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設等のケアマネジャーと病院の担当者、かかりつけ医、訪問

看護師等が利用者（患者）の情報を共有するための千葉県参

考様式です。  

記載のとおり、介護報酬や診療報酬にも活用できます。  

最後に、「（３）オレンジ連携シートの活用状況について」

です。関連資料は９０ページです。  

このシートは、認知症支援に携わる様々な専門職が、支援

に必要な情報を共有しながら、必要に応じて助言依頼・意見

交換なども行うことができ、県内全域で利用可能なツールで

す。 

議題資料６ページの別表をご覧ください。  

本日は、「エチケット集」「千葉県地域生活連携シート」「オ

レンジ連携シート」の活用状況について、グループワークを

していただけたらと考えております。  

協議内容としては、次のとおりです。  

①各シート等を作成したことがあるか。  

②各シート等を受け取ったことがあるか。  

③改善してほしい箇所等のご意見があるか。  

グループワークの流れをご説明しますので、画面をご覧く

ださい。  

事務局  

（飛澤）  

グループワークについては、いったん事務局にて進行を引

き継がせていただきます。  

グループワークの流れは、次のとおりです。  

 全体の時間は、２０分とします。  

①必要に応じて自己紹介をしてください。  

②司会進行役を決めてください。立候補がなければ、本日、

いちばん遅く起きた方にお願いしたく存じます。  

③議題第２号の別表を参考にグループワークをお願いしま
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す。 

④司会進行役またはそれ以外の方から、各グループの発表を

お願いします。  

事務局  

（飛澤）  

この後、事務局にて自動でＺＯＯＭ参加者を４グループに

分けます。  

市役所へ来庁されている方は、近くに集まっていただいて

協議していただければと存じます。  

それでは、よろしくお願いいたします。  

 （グループワーク２０分）  

事務局  

（飛澤）  

お時間となりました。それでは、まずご来庁のグループか

ら発表していただければと存じます。お手数ですが、発表し

ていただく方はパソコンの前までご移動をお願いします。  

 発表者と発表内容については、別紙「グループワーク議題：

各シート等の活用状況について」のとおり  

事務局  

（飛澤）  

ありがとうございました。  

それでは、三枝会長に再び進行をお願いできればと存じま

す。お返しいたします。  

三枝会長  以上で各グループからの発表が終わりました。皆さまから

何か質問はございますか。  

実際はあまり使われていないというのが現状のようですけ

れども、何かこれ（各シート）を普及させるためのアイデア

がありますでしょうか。それとも、もうこうしたものは要ら

ないという意見もありますでしょうか。  
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 その後の協議内容については、別紙「グループワーク議題：

各シート等の活用状況について」における「各シートを普及

させるためのアイデア等のご意見」のとおり。  

三枝会長   皆さま、他にはよろしいでしょうか。それでは、以上で本

日の議題はすべて終了しました。  

委員の皆さまから「その他」で何かありますか。  

 （意見なし）  

三枝会長  事務局から何かありますか。  

事務局  

（大語）  

事務局の大語と申します。よろしくお願いいたします。事

務局からは３点、ご連絡いたします。  

１点目です。  

福岡県で看護師、動画クリエーターをしている江口仁紹（え

ぐちよしつぐ）様という方から、１月３１日にメールがあり

ましたので、共有させいただきます。   

 （動画を視聴）５分間  

事務局  

（大語）  

江口様は、『在宅医療も選択肢の１つに』を目指して市民へ

の在宅医療普及を目的に以下のアニメーション動画などを作

成しているそうです。予算の都合もありますが、富津市版の

動画を作成したい等の要望がありましたら、事務局までご連

絡ください。  

事務局  

（大語）  

２点目です。  

認知症初期集中支援チームの活動状況について、ご報告い

たします。  



- 10 - 

 

令和２年度は、１６件の認知症の方のケースについて、認知

症地域支援推進員をはじめ、ケアマネジャー等のチーム員が

対応し、受診の支援や介護保険サービスの導入を行いました。

現在はすべてのケースを各ケアマネジャーに引き継いでお

り、市としてもモニタリングをしております。  

事務局  

（大語）  

３点目です。  

本日の会議録等は、市のホームページへ公開いたします。

また、委員の皆さまにおかれましては、もう１年任期が残っ

ておりますので、引き続き、会議等へのご協力をいただけれ

ばと存じます。  

事務局からは以上です。  

三枝会長  事務局からの報告について、何かご意見ご質問はございま

すでしょうか。  

ちなみに、江口様のアニメーションの費用はどれくらいか

かるのでしょうか。もちろん、長さにもよると思いますが。  

事務局  

（飛澤） 

いまは分からないので、確認してみます。  

→後日、江口様へ照会したところ、ナレーションの有無や作

成本数により変わってきますが、３０万～５０万円前後との

ことです。  

三枝会長  ほかよろしいでしょうか。  

特になければ、令和２年度第２回富津市在宅医療・介護連

携推進会議を終了いたします。長時間にわたり、お疲れさま

でした。ありがとうございました。  

 

 


