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令和元年度賀茂地区在宅医療・介護連携推進支援センターの取組状況について 

 

１ 各ブロック協議会 実施状況                   

 ブロック 担当市町 実施日/内容 

第 1回 

南伊豆・下田ブロック 南伊豆町 令和元年 7 月 30 日 

1.事業計画説明 

（令和元年度） 

2.各事業所等が開催する講

演会、勉強会について 

3.今後の普及啓発を効果的

に行う為の意見交換(南) 

 エンディングノートノー

トについて意見交換(松) 

 人生の最終段階における

医療・ケアに対する意思

決定について発表(河) 

松崎・西伊豆ブロック 松崎町 令和元年 8 月 7 日 

河津・東伊豆ブロック 河津町 令和元年 8 月 9 日 

 

第 2回 

南伊豆・下田ブロック 南伊豆町 令和 2 年 3 月 24 日 

各地区 新型コロナウイル

スによる参加者等の感染防

止の観点から開催 中止 
河津・東伊豆ブロック 河津町 令和 2 年 3 月 19 日 

松崎・西伊豆ブロック 松崎町 令和 2 年 3 月 9 日 

 

2 事務局担当者会議 （各市町担当者、賀茂健康福祉センター、支援センター） 

実施日/開催場所 

第１回 

令和元年５月８日 

下田メディカルセンター 

① 自己紹介 

② 令和元年度事業計画について 

③ ブロック会議の開催時期と内容について 

④ その他 

 

第２回 

令和元年 11月 12日 

下田メディカルセンター 

① 令和元年度委託事業経過報告  

② 令和２年度事業計画並びに契約事項の確認 

③ その他 

 

第３回 

令和２年１月 29日 

下田メディカルセンター 

① 令和元年度委託事業経過報告  

② 令和２年度事契約事項の確認 

③ ブロック会議の内容について 
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3 令和元年度 事業実施内容と計画 

日  時 内   容 

５月 20日（月） 

賀茂地区在宅医療・介護連

携推進支援センター 

（カ）医療介護関係者の研修 

（キ）地域住民への普及啓発 

ホームページ開設案内(通知) 

在宅医療・介護の普及啓発のため 

各事業所が開催する講演会、勉強会に関する情報掲載 開始 

 

６月７日（金） 

13時 30分～15時 30分 

南伊豆町武道館 

（キ）地域住民への普及啓発（南伊豆町） 

地域包括ケア体制構築に向けた検討会 参加 

南伊豆町地方創生室、福祉介護課 

 

7月 1日（月）     

18時 30分～20時 00分    

松崎町環境改善センター 

（カ）医療介護関係者の研修（西豆地区） 

医療介護等関係者を対象とした勉強会 

講師：株式会社大塚製薬工場 

静岡支店静岡営業所 徳永裕道氏 

講話：「高齢者の脱水症状と栄養管理について」 

18名参加  夏に向けた脱水症状と対策経口補水液 

 試食(経口栄養食) 

 

7月３日（水）     

18時 30分～20時 00分    

下田市メディルセンター 

第 1会議室 

 

（カ）医療介護関係者の研修（南豆地区） 

医療介護等関係者を対象とした勉強会 

講師：株式会社大塚製薬工場 

静岡支店静岡営業所 徳永裕道氏 

講話：「高齢者の脱水症状と栄養管理について」 

62名参加 

 

7月 11日（木）     

18時 30分～20時 00分    

河津町保健福祉センター 

ふれあいホール 

（カ）医療介護関係者の研修（東河地区） 

医療介護等関係者を対象とした勉強会 

講師：株式会社大塚製薬工場 

静岡支店静岡営業所 徳永裕道氏 

講話：「高齢者の脱水症状と栄養管理について」 

32名参加 

 

9月中 

賀茂地区在宅医療・介護連

携推進支援センター 

（キ）地域住民への普及啓発 

住民向け在宅療養「訪問看護」に関する情報提供 

チラシ作成   各市町配布依頼 回覧配布 

9月 18日（水） 

18時 30分～20時 30分 

松崎町環境改善センター 

会議室 

（カ）医療介護関係者の研修（松崎会場） 

令和元年度松崎・西伊豆地区「在宅療養・介護等多職種連携

についての事例検討会」 

講師：下田、南伊豆主任ケアマネの会 

事例提供：グループホーム賀茂 

「事例検討会」グループワーク  36名参加 
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10月 16日（水） 

18時 30分～20時 30分 

下田メディカルセンター 

第一会議室 

（カ）医療介護関係者の研修（下田会場） 

令和元年度南伊豆・下田地区「在宅療養・介護等多職種連携

についての事例検討会」 

講師：下田、南伊豆主任ケアマネの会 

事例提供：下田メディカルセンター               

「事例検討会」グループワーク 51名参加 

 

10月 24日（木） 

18時 30分～20時 30分 

河津町保健福祉センター 

ふれあいホール 

 

（カ）医療介護関係者の研修（河津会場） 

令和元年度河津・東伊豆地区「在宅療養・介護等多職種連携

についての事例検討会」 

講師：下田、南伊豆主任ケアマネの会 

事例提供：愛菜花ケアプランセンター                             

「事例検討会」グループワーク 26名参加 

 

11月 19日（火） 

14時 00分～16時 30分 

下田総合庁舎       

２階 第３会議室 

（カ）医療介護関係者の研修 

令和元年度食べるを支える地域連携の為の研修会 

～賀茂地域における食事形態研修会～ 

講話・静岡県栄養士会 管理栄養士 池谷 広美氏 

  ・熱海ちとせ病院 栄養科長 下田 静氏 

グループワーク 

対象:給食施設、栄養士、地域活動栄養士、市町担当者、 

   ケアマネージャー、ヘルパー 等 32名参加 

 

11月 19日(火） 

10時～17時 

グランシップ 10階会議室 

 (ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

令和元年度在宅医療介護連携コーディネーター研修会 

目的：在宅医療・介護連携コーディネーターの質の確保と 

データから地域課題解決のための研修会 

グループによるロールプレイ  60名参加 

 

11月 30日（土） 

15時～17時 

中島屋グランドホテル 

 (ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

(※多職種連携リーダー研修会後継事業)  

令和元年度在宅医療・介護連携に係る 

郡市医師会・市町行政連絡協議会      

テーマ：住民啓発(人生の最終段階における医療・介護) 

    県行政報告、郡市医師会・市町行政より住民啓発につ 

いて取組報告、意見交換   

 

12月 13日(金) 

10時～10時 30分 

東伊豆役場１階研修室 

(オ)在宅医療・介護連携に関する相談支援 

  介護支援専門員連絡会（東伊豆町） 

賀茂地区在宅医療・介護連携推進支援センターの機能に 

ついて説明 

 



  資料１ 

4 

 

1月 31日(金） 

10時～12時 30分 

静岡県東部総合庁舎 

別棟 2階会議室 

 (ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

令和元年度在宅医療・介護連携推進事業連絡会参加予定 

目的：在宅医療・介護連携推進事業における実施状況や 

課題の共有 

県長寿政策課 概要説明 

市町 取組活動報告  

 熱海市 シズケア*かけはしの活用 

 沼津市 在宅看取りの普及に向けた取組報告 

意見交換 （グループワーク） 

東部地区市長担当者薬 35名参加 

 

2月 1日(土)      

13時 30分～15時       

下田市民文化会館  

小ホール 

（キ）地域住民への普及啓発（カ）医療介護関係者の研修 

新田國夫先生による人生会議のすすめ 

～住み慣れた地域で最後まで～ 

講師 全国在宅療養支援診療所連絡会会長 

医療法人社団つくし会新田クリニック院長 

新田國夫氏 

対象 地域住民 医療・介護・福祉等の連携する多職種等 

その他希望者 

来場者 119名 参加 

 

2月 16日(日)      

14時～16時       

松崎町環境改善センター 

ホール  

（キ）地域住民への普及啓発 

賀茂地域健康増進講演会 

運動と健康と私 住民向け講演会 

１ スポーツと歯科の関係 

講師 田子歯科診療所院長 山本治文氏 

２ スポーツと栄養の関係 

講師 日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士  

小山ゆう氏 

対象 地域住民 医療・介護・福祉等の連携する多職種等 

その他希望者 

来場者 58名 参加 

 

 

3月 5日（木） 

18時 30分～1時間程度 

松崎町環境改善センター 

（カ）医療介護関係者の研修 

案 「薬局薬剤師のお仕事、在宅療養への関わり」 

講師 うさぎ薬局 五月女諒介氏 

薬剤師会 あおば薬局 高野和也氏 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為、中止 次年度開催 
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3月 12日(木) 

13時 30分～1時間程度 

東伊豆町役場 1階研修室 

（キ）地域住民への普及啓発 

「看取り」に関する住民向け講演 

講師 愛菜花訪問看護ステーション 小池美帆氏 

対象 東伊豆町、河津町住民 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為、中止 

 

 

3月 18日(水) 

13時 30分～1時間程度 

河津町保健福祉センター 

ふれあいホール 

キ）地域住民への普及啓発 

「看取り」に関する住民向け講演 

講師 愛菜花訪問看護ステーション 小池美帆氏 

対象 河津町、東伊豆町住民 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為、中止 

 

3月 14日(土) 

15時 30分～ 

ホテルセンチュリー静岡 

エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

シズケアかけはし活用推進のための研修会 

静岡県医師会 開催 

モデル事業など報告予定 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為、中止 

その他 

南豆のケアをつなぐ会 

下田南伊豆主任ケアマネの会※来年度 事例検討会開催予定 

☆下田消防本部、東伊豆消防署等の勉強会参加 

☆静岡県看護協会賀茂地区支部 
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普及啓発のための講演会・勉強会のご案内  HP公開情報 

 

 内  容 対  象 

1 支援センター HP掲載案内 多職種 

2 鎮目クリニック 講演 下田市民文化会館 多職種 

3 栄養とフレイル講演 松崎会場 多職種 

4 栄養とフレイル講演 下田会場 多職種 

5 栄養とフレイル講演 河津会場 多職種 

6 公開講座のご案内  おしっこで困っていませんか? 西伊豆町 住民 

7 事例検討会 松崎会場 多職種 

8 事例検討会 下田会場 多職種 

9 事例検討会 河津会場 多職種 

10 「共に」「生きる」講演会 東伊豆町 多職種 

11 「損をしないための薬とのつき合い方」河津町 住民 

12 食べるを支える地域連携のための研修会            

～賀茂地域における食事形態研修会～ 総合庁舎 

多職種 

13 運動と健康と私…   ～健康な体にはバランスのよい食事としっ

かり噛める歯が必要です～    講演会 

住民 

14 新田國夫先生による『人生会議のすすめ』～住み慣れた地域で最期

まで～  講演会 

住民 

多職種 

15 認知症地域セミナー 

  事例検討を通じた多職種研修会 

多職種 

 

16 『看取り』  ～その人らしい人生の実現のために～ 

3/12 東伊豆会場 

住民 

17 『看取り』  ～その人らしい人生の実現のために～ 

3/18 河津会場 

住民 

18 

 

公開講座のご案内  おしっこで困っていませんか? 下田市 住民 

19   

20   

 

 


