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平成23年2月

大阪市 健康福祉局 高齢福祉担当

平成22年度「認知症高齢者支援ネットワーク事業」及び
「認知症地域ケア多職種共同研修事業」の取組み状況について



平成 22年度認知症高齢者支援ネットワーク事業の取組み状況 
 
都島区 
 
○連絡会議の開催 
 ・第 1回連絡会 平成２２年７月  １日（木）15：15～16：45 
・第 2回連絡会 平成２２年 9月２４日（金）13：30～15：30 
・第 3回連絡会 平成２２年１１月 ２日（火）13：30～15：30 
・第 4回連絡会 平成２３年１月２７日（木）13：30～15：30 

 ・第 5回連絡会 平成２３年 ３月 （予定） 
 
○事例検討 
 平成２２年１１月 ２日（火）13：30～ 
 講師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター） 
 内容：共通事例を用いたグループワークによる事例検討 
 
○関係機関の連携による具体的な取り組み概要 
・認知症に関わる機関が、それぞれの立場から必要と思われる支援、しくみについて現状や課題

を共有し、都島区において、必要とされる取り組み、機関への働きかけについて考え、具体的

な連携方法を検討する 
・都島区における認知症高齢者支援の連携図の作成 

 
○シンポジウムの開催 
 平成２３年３月１０日（木）14:00～  都島区民センター 
内容：～認知症を身近な病気としてとらえ、認知症を正しく理解し、各関係機関の役割と具体的

な連携方法について考える場とする～ 
    
港 区 
 
○連絡会議の開催 
 ・第１回連絡会 平成２２年１１月２５日（木） 
 ・第２回連絡会 平成２３年３月（予定） 
 
○事例検討 
平成２３年３月  （予定）  

 
○シンポジウムの開催 
 平成２３年 3月２６日（土） ホテル大阪ベイタワー 
 講師：新谷 雅司（山本第三病院 総副院長） 
 内容：在宅における認知症医療と介護・看護の連携について 



西淀川区 
 
○連絡会議の開催（時間はいずれも 14：00～15：30） 
・第 1回連絡会 平成２２年 ７月２１日（水） 
・第 2回連絡会 平成２２年 ９月８日（水） 
・第 3回連絡会 平成２２年１１月１７日（水） 
・第 4回連絡会 平成２３年１月１２日（水） 
・第 5回連絡会 平成２３年２月１６日（水） 
・第 6回連絡会 平成２３年３月 （予定） 

 
 
○事例検討 
 平成２２年１１月１７日（水）14：00～ 
 講師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター） 
内容：認知症の方の思いを知り、各援助者の役割機能・連携について深める 
 
○関係機関の連携による具体的な取り組み概要 
・区における認知症高齢者の実態、相談体制、診断・治療状況等を把握し、共通認識を持つ 
・認知症の早期発見、診断、適切な対応により認知症高齢者が心地よい暮らしが継続できる取り

組みを検討する 
・かかりつけ医とケアマネージャーとの連携を図るため支援体制強化を目指す 
 
○シンポジウムの開催 
平成２３年３月９日（水）14:00～16:00  西淀川区民ホール 
講師：中西 亜紀（大阪市立弘済院附属病院） 
内容： 関係者および地域住民が、認知症について正しく理解し、早期発見・診断のあり方をと地

域で支え見守るための取組みについて考える機会とする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



生野区 
 
○連絡会議の開催（時間はいずれも 13：30～15：00） 
・第 1回連絡会 平成２２年 7月２２日（木） 
・第 2回連絡会 平成２２年 8月２５日（水） 
・第 3回連絡会 平成２２年 9月２９日（水） 
・第 4回連絡会 平成２２年１０月２７日（水） 
・第 5回連絡会 平成２２年１２月 8日（水） 
・第 6回連絡会 平成２３年１月２７日（木） 
・第 7回連絡会 平成２３年 2月２４日 （予定） 
  
○事例検討 
 平成２２年 8月２５日（水） 
内容：認知症高齢者支援連携のための課題抽出のための事例検討 
 
○関係機関の連携による具体的な取り組み概要 
・認知症の早期発見、早期対応のためのかかりつけ医と地域包括支援センターの連携体制の確立

（連携シートの開発） 
・かかりつけ医と居宅介護支援事業者等との連携体制の確立 
・「いくみんお守りキーホルダー」事業へ発展 

 
○シンポジウムの開催 
 平成２３年３月１７日（木）13：30～16：00  生野区民センター 
 講師：岡山 孝政（大阪警察病院） 
 内容：生野区における認知症高齢者支援のためのネットワークづくり 
 

 
平野区 
 
○連絡会議の開催 
・第 1回連絡会 平成２２年 7月２９日（木）14：00～15：30 
・第 2回連絡会 平成２２年 8月１７日（火）14：30～15：45 
・第 3回連絡会 平成２２年 9月２１日（火）14：00～15：15 
・第 4回連絡会 平成２２年１０月１９日（火）14：00～15：15 
・第 5回連絡会 平成２２年１１月１６日（火）14：00～15：00 
   
○事例検討 
平成２２年１１月 6日（土） 
スーパーバイザー：沖田裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター） 
内容：多職種交流会で 6～7名の班に分かれ、事例検討を行い、連携方策を探る。 



○関係機関の連携による具体的な取り組み概要 
・認知症の方やその家族の方の支援について、理解を深めてもらうために、居宅支援事業者、訪

問介護事業者等関係機関に携わる方に対して段階的研修を実施 
・区版かかりつけ医認知症対応力向上研修を実施、医療・介護福祉の具体的連携強化 
・連絡会愛称とロゴマークを決定して認知症支援の啓発を促進 
 
○シンポジウムの開催 
 平成２３年 1月１５日（土）14：00～16：30  平野区民センター 
 内容：認知症を知ろう ～わかりあおう・そしてつながりあおう～ 



平成22年度 認知症地域ケア多職種共同研修事業の取組み状況 

 

北区 

 

〈地域ケアネットワーク研修〉 

 

１．日 時：平成２３年１月２７日（木） 

講 師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター）                                                                                                                          

内 容：共通事例を用いたグループワークによる事例検討 

 

２．日 時：平成２３年３月２４日（木） 

講 師：都村 尚子（関西福祉科学大学 社会福祉学科 准教授）                                                                                                                         

内 容：認知症の理解（コミュニケーションの技術） 

    

〈専門職研修〉 

 

１．日 時：平成２２年１０月２８日（木）                                

講 師：小川 れい（加納総合病院 言語聴覚士） 

内 容：認知症スクリーニング検査 

講 師：當間 圭一郎（住友病院 神経内科） 

内 容：認知症の画像診断 

講 師：山下 正人（やました医院 院長） 

内 容：認知症と画像診断：ＶＳＲＡＤ・・アルツハイマー型認知症をＭＲＩで診断する 

 

２．日 時：平成２３年１月２７日（木） 

講 師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター）                                                                                                                          

内 容：共通事例を用いたグループワークによる事例検討 

 

３．日 時：平成２３年３月２４日（木） 

講 師：都村 尚子（関西福祉科学大学 社会福祉学科 准教授）                                            

内 容：認知症の理解（コミュニケーションの技術） 

 

此花区 

 

〈地域ケアネットワーク研修〉 

 

１．日 時：平成２２年７月９日（金）                                                                                                                

内 容：認知症の早期発見チェックシートの活用について（試み） 

 

 



２．日 時：平成２２年１１月３０日（火） 

  講 師：塩田 祥子（梅花女子大学非常勤講師）                                                                                                                        

内 容：事例検討を通した認知症支援について 

 

３．日 時：平成２２年１２月３日（金）                                                                                                                          

内 容：認知症早期発見ツール試行結果について 

      区保健福祉センターが実施した家庭訪問の結果について、 意見交換 

 

４．日 時：平成２３年２月１７日（木） 

講 師：李 利彦（り内科診療所 院長） 

    山本 紀子（松原老人を支える家族の会） 

内 容：認知症を考える～家族と専門医の視点から 

 

〈専門職研修〉 

 

１． 日 時：平成２３年２月１７日（木） 

講 師：李 利彦（り内科診療所 院長） 

    山本 紀子（松原老人を支える家族の会） 

内 容：認知症を考える～家族と専門医の視点から 

 

２． 日 時：平成２３年３月３日（木） 

講 師：中西 亜紀（市立弘済院附属病院 神経内科・精神神経科部長） 

重田 賢一郎（港ケアステーション 介護福祉士） 

    早川 明美（訪問看護ステーション此花 居宅介護専門員） 

    楠原 秀美（訪問看護ステーション此花 看護師） 

内 容：事例検討会 

 

３． 日 時：平成２３年３月１９日（土） 

講 師：松本 一生（松本診療所 もの忘れクリニック 院長） 

内 容：かかりつけ医として認知症を診る 

～日常診療のポイントと地域連携～ 

 

天王寺区 

 

〈地域ケアネットワーク研修〉 

 

１．日 時：平成２２年８月３１日（火） 

講 師：堤 俊仁（つつみクリニック 院長）                                                                                                            

内 容：認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていくためにパートⅡ    

   ～医療・介護・地域が連携をして認知症の人を支えあいましょう！～ 



２．日 時：平成２２年１１月２４日（水） 

講 師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター）                                                                                                                    

内 容：模擬事例による事例検討 

   

３．日 時：平成２２年１２月１７日（金） 

講 師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター）                                                                                                                           

内 容：模擬事例による事例検討 

   

〈専門職研修〉 

 

１．日 時：平成２２年１０月１３日（木） 

講 師：喜多岡 雅典（喜多岡医院 院長）                                                                                                                           

内 容：天王寺区における介護認定審査の現状と課題 

 

２．日 時：平成２２年１１月２４日（水） 

講 師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター）                                      

内 容：模擬事例による事例検討 

   

３．日 時：平成２２年１２月１７日（金） 

講 師：沖田 裕子（大阪市社会福祉研修・情報センター）                                                                                                         

内 容：模擬事例による事例検討 

   

東成区 

 

〈地域ケアネットワーク研修〉 

 

１．日 時：平成２２年７月１４日（水） 

講 師：松本 一生（松本診療所 もの忘れクリニック 院長）                                                                                                                           

内 容：認知症の正しい理解とよりそう心 

 

２．日 時：平成２３年２月１５日（火） 

  講 師：結城 香子（グループホーム ゆおびか 認知症介護指導者研修修了者）                                                                                                                  

内 容：事例を通じた認知症理解 

 

３． 日 時：平成２３年３月２４日（木） 

講 師：結城 香子（グループホーム ゆおびか 認知症介護指導者研修修了者） 

内 容：事例を通じた認知症理解 

 

 

 



〈専門職研修〉 

 

１．日 時：平成２２年１１月２４日（水） 

講 師：野田美津子（大阪市社会福祉協議会 中央エリア認知症連携担当者） 

内 容：認知症対策連携強化事業連携事例から多職種協働を考える                                                                                                                           

   

２．日 時：平成２３年１月１２日（水） 

講 師：深尾 晃三（ほくとクリニック病院 院長） 

      長谷川陽子（ほくとクリニック病院認知症疾患医療センター 精神保健福祉士） 

  内 容：「認知症疾患医療センターの取組み」「認知症における周辺症状の対応」 

 

３．日 時：平成２３年３月９日（水） 

講 師：安西由美子（訪問看護ステーションさわやか 看護師） 

    長谷川陽子（ほくとクリニック病院認知症疾患医療センター 精神保健福祉士） 

内 容：事例報告と検討     

 

東住吉区 

 

〈地域ケアネットワーク研修〉 

 

１．日 時：平成２３年６月８日（火）                                                                                                                         

内 容：認知症地域ケア多職種共同研修の具体的取組みについて 

 

２．日 時：平成２２年８月２４日（火）                                                                                        

内 容：アンケート「本人・家族の声を知ろう」の報告 

 

３．日 時：平成２２年１０月９日（土） 

  内 容：認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをみんなで考える 

 ～グループディスカッション～ 

 

４． 日 時：平成２２年１１月１８日（木） 

内 容：前回グループディスカッションで出た意見の振り返り検討 

 

５． 日 時：平成２３年1月１５日（土） 

講 師：森 能史（東住吉区医師会理事） 

内 容：認知症・高齢者問題に関しての東住吉区医師会の取り組み 

講 師：田口 奈保美（東住吉区地域包括支援センター） 

内 容：認知症地域ケア多職種共同研修事業について 

講 師：八森 淳（地域医療研究所 地域医療研修センター 副センター長） 

内 容：認知症の人を地域で支える～専門職チームと地域の信頼でつなぐネットワークづくり～ 



〈専門職研修〉 

 

１．日 時：平成２２年７月２４日（土）                                                                                                  

講 師：西野 広宣（市立大学医学部附属病院 医事運営課 担当係長） 

内 容：認知症診断地域連携クリティカルパスについて 

講 師：嶋田 裕之（市立大学大学院医学研究科 老年内科・神経内科 講師） 

内 容：認知症の診断と治療－最近の進歩について－ 

 

２．日 時：平成２２年１０月９日（土） 

内 容：認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをみんなで考える 

 ～グループディスカッション～ 

 

３．日 時：平成２３年１月１５日（土）                                                                                                                         

講 師：森 能史（東住吉区医師会理事） 

内 容：認知症・高齢者問題に関しての東住吉区医師会の取り組み 

講 師：田口 奈保美（東住吉区地域包括支援センター） 

内 容：認知症地域ケア多職種共同研修事業について 

講 師：八森 淳（地域医療研究所 地域医療研修センター 副センター長） 

内 容：認知症の人を地域で支える～専門職チームと地域の信頼でつなぐネットワークづくり～ 

 

 


