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令和２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 

河津・東伊豆ブロック 東伊豆町 令和 2 年 7 月 31 日 
1.事業計画説明 

（令和 2年度） 

2.救急隊の基本的な役割と

救急隊の対応「心肺蘇生

を望まない疾病者への救

急隊の対応について」 

3.各事業所等が開催する講

演会、勉強会について 

 

南伊豆・下田松崎・西伊

豆ブロック 
下田市 令和 2 年 8 月 4 日 

松崎・西伊豆ブロック 松崎町 令和 2 年 8 月 7 日 

第 2回 

河津・東伊豆ブロック 東伊豆町 

 

令和 3 年 3 月 17 日 

 

1.事業報告(令和 2年度) 

2.事業計画(令和 3年度) 

3.第 9次静岡県長寿社会 

保健福祉計画 

4.その他 

 

 

松崎・西伊豆ブロック 松崎町 

 

令和 3 年 3 月 23 日 

 

南伊豆・下田ブロック 下田市 令和 3 年 3 月 24 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２年 5月 19日 

下田市役所２階会議室 

① 自己紹介 

② 令和 2年度事業計画について 

③ ブロック会議の開催内容について 

④ 契約書の仕様書、実施要領について 

⑤ その他 

第 2回 

令和２年 11月 6日 

下田総合庁舎 2階 

第 3会議室 

① 令和 2年度委託事業経過報告  

② 令和 3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 3年 1月 26日 

下田総合庁舎 2階 

第 4会議室 

① 令和 2年度委託事業報告  

② 令和 3年度委託事業計画 

③ ブロック会議のメンバーと内容について 

④ 医療機関（外来）と地域の情報連携シートについて 
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 令和２年度 事業実施内容と計画 

日  時 内   容 

6月 16日（火）     

13時 30分～13時 30分    

南伊豆町健康福祉センター

会議室 

（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（南伊豆町） 

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 

6月 17日（水）     

14時～14時 30分    

下田市民文化会館大会議室 

（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（下田市） 

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 

 

6月 

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 

人生会議チラシ No3  各市町住民向け回覧 

6/4松崎町 6/15南伊豆町、西伊豆町 6/16下田市  

6/16下田市 6/17河津 実施 

7月 1日（水） 

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 

7月発行「広報しもだ」「広報みなみいず」 

「賀茂地区在宅医療・介護連携推進支援センターのご紹介・取

組について」を掲載、周知 

7月 10日（水）     

13時 30分～ 

河津町保健福祉センター 

ふれあいホール 

（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（河津町） 

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 

 

8月 12日（水） 

14時～ 

下田メディカルセンター 

会議室 

（エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

介護老人保健施設連絡会開催(初回) 

情報提供書等 書式統一について 

ブロック会議の報告 その他連絡事項 

8月～9月 

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 

人生会議チラシ No4  各市町住民向け回覧 

8/13松崎町 8/17南伊豆町、8/14西伊豆町  

9/5下田市、8/19河津、9/5東伊豆 実施 

 

8月 19日(水) 

13時 30分～1時間程度 

東伊豆町役場会議室 

（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  11名 

 

8月 20日（木） 

13時 30分～ 

松崎町環境改善センター研

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（松崎町） 

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 
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8月 25日（木） 

18時 30分～1時間程度 

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 

「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  18名 

 

8月 27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   19名 

 

9月 8日(火) 

10時～ 

Web研修会参加 

(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２年度在宅医療・介護連携推進事業 

在宅医療・介護連携推進に向けた研修会  web視聴 

内容  行政説明、講義(マネジメント取り組みについて) 

取組(事例発表)、取組(ミニシンポジウム) 

 

9月 16日（水） 

18時 30分～1時間程度 

東伊豆町役場会議室 

（カ）医療介護関係者の研修 

「薬局薬剤師のお仕事、在宅療養への関わり」 

講師 トミタ薬局 冨田茂樹氏   20名 

 

9月 17日（木） 

１４時～ 

下田メディカルセンター 

会議室 

（エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

介護老人保健施設連絡会(2回) 

情報提供書等 書式統一について 

 書式(原案)に対する発表と意見交換、意見集約し共有  

その他連絡事項 

 

9月 25日（金） 

18時 30分～1時間程度 

下田市民文化会館大会議室 

（カ）医療介護関係者の研修 

「薬局薬剤師のお仕事、在宅療養への関わり」 

講師 ヒカリ薬局上の山 大石和美氏   36名 

 

10月 

支援センターより啓発 

（キ）地域住民への普及啓発（カ）医療介護関係者の研修 

訪問指導(リハビリ)のご案内  

地域住民、事業所向け 周知 ホームページ掲載、事業所通知 

10月 7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 2年度「医療・介護等関係者を対象とした事例検討会」 

講師：下田、南伊豆主任ケアマネの会 

事例提供： エイジレス  

「事例検討会」グループワーク  28名 

 

10月 13日（火） 

18時 30分～20時 30分 

下田市民文化会館大会議室 

（カ）医療介護関係者の研修（下田会場） 

令和 2年度「医療・介護等関係者を対象とした事例検討会」 

講師：下田、南伊豆主任ケアマネの会 

事例提供：ヒカリ薬局 上の山店 

「事例検討会」グループワーク  43名 
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10月 15日（木） 

18時 30分～20時 30分 

東伊豆町役場会議室 

 

（カ）医療介護関係者の研修（東伊豆会場） 

令和 2年度「医療・介護等関係者を対象とした事例検討会」 

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  28名 

 

10月 15日（木） 

13時 00分～16時 30分 

Web研修会参加 

(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２年度地域包括ケアシンポジウム webリモート参加 

内容 各分野の連携とともに地域包括ケアのあり方について 

考える 

内容 講演、パネルディスカッション 

 

10月 20日（水） 

14時～ 

下田メディカルセンター 

会議室 

（エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

介護老人保健施設連絡会(3回) 

情報提供書等 書式統一について 

 事前収集した意見交換。仮書式の作成を進める 

その他連絡事項 

 

11月 14日（土） 

10時 30分～12時 10分 

13時 00分～14時 40分 

下田市民文化会館小ホール 

 

（カ）医療介護関係者の研修（全地区対象） 

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて」 

講師：静岡県看護協会感染管理認定看護師 松井泰子氏 

 新型コロナ対策の実際、実技。感染症に関する情報提供 

多職種 60名 住民 30名 他  各 100名参加 

 

11月 17日（火） 

１４時～ 

下田メディカルセンター 

会議室 

（エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

介護老人保健施設連絡会 (4回) 

情報提供書等 書式統一について 

 書式(修正案)に対する意見交換、その他連絡事項 

 

12月 18日（金） 

13時 30分～16時 00分 

Web研修会参加 

(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２年度在宅医療・介護連携コーディネーター研修会 

webリモート参加 

内容 行政説明 活動報告４題  

グループワーク 

 ・発表に対する感想と日ごろの活動 

 ・新型コロナウイルスの事業への影響等について 

後日 各市町 情報、資料共有 

 

1月 16日(土)     

14時 00分～15時 30分 

松崎町環境改善センター 

文化ホール 

  

 

（キ）地域住民への普及啓発 

「みんなで考えよう人生会議」 

講師 西伊豆健育会病院 医師 吉田英人氏 

   萬法山帰一寺 住職 田中道源氏 

対象 地域住民向け 30名予定 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為、延期 
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1月 19日（火）  

１４時～ 

下田メディカルセンター 

会議室 

（エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

介護老人保健施設連絡会 (5回)  

情報提供書等 書式統一について 

 書式(修正案)に対する意見交換、その他連絡事項 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為、中止 

 

1月 30日（土） 

15時 00分～16時 30分 

Web研修会参加  

（エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

医療・介護分野における ICTの活用推進に関する研修会 県

医師会主催   web参加 

内容 行政説明 事例報告～救急搬送時の情報の共有～３題 

後日 各市町 情報、資料共有 

 

2月 8日(月)    

14時 30分～16時 00分 

東伊豆町役場 1階大会議室 

 

（キ）地域住民への普及啓発 

「素晴らしきかな、人生！」～最期まで想い通りに生きる～ 

講師 市之瀬診療所 医師 甲賀啓介氏(甲賀病院院長) 

対象 地域住民向け 

   30名予定 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の為、延期 

 

2月 23日（火・祝） 

13時 00分～15時 00分 

Web研修会参加  

（エ）医療・介護関係者の情報提供の支援 

令和 2年度医療・介護連携に係る郡市医師会、市町行政連絡

協議会 主催 静岡県医師会    web参加 

内容 行政説明 調査報告 意見交換 69名参加 

後日 各市町 情報、資料共有 

 

3月 1日(月)      

14時 30分～16時 00分 

南伊豆町役場 湯けむりホー

ル 

 

（キ）地域住民への普及啓発 

「素晴らしきかな、人生！」～最期まで想い通りに生きる～ 

講師 市之瀬診療所 医師 甲賀啓介氏(甲賀病院院長) 

対象 地域住民向け講演会 45名 参加 

人生会議とは… チラシ配布 

 

2月～3月 

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 

人生会議チラシ No5 終末期医療の紹介、ミニ知識 お薬手帳 

各市町住民向け回覧   

その他 

・下田消防本部、東伊豆消防署   

・賀茂薬剤師会 

・賀茂医師会 

・静岡県看護協会賀茂地区支部 

・南豆のケアをつなぐ会 
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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 『看取り』～その人らしい人生の実現のために～ 東伊豆会場 住民 

2 『看取り』～その人らしい人生の実現のために～ 河津会場 住民 

3 『薬局薬剤師のお仕事、在宅医療への関わり』勉強会 東伊豆会場 多職種 

4 『薬局薬剤師のお仕事、在宅医療への関わり』勉強会 下田会場 多職種 

5 在宅医療・介護等多職種連携についての事例検討会 松崎会場 多職種 

6 在宅医療・介護等多職種連携についての事例検討会 下田会場 多職種 

7 在宅医療・介護等多職種連携についての事例検討会 東伊豆会場 多職種 

8 訪問指導(リハビリ)のご案内 賀茂健康福祉センター 多職種 

9 訪問指導(リハビリ)のご案内 賀茂健康福祉センター 住民 

10 介護事業所におけるフレイル対策研修会  

南伊豆町、下田市事業所    下田市民文化会館 小ホール 

多職種 

11 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて 

賀茂地区全事業        下田市民文化会館 小ホール     

多職種 

12 松崎町 西伊豆町町民公開講座 みんなで考えよう人生会議 

  松崎町会場                    延期 

住民 

13 素晴らしきかな、人生！―最期まで想い通りに生きる― 

東伊豆会場                    延期 

住民 

14 素晴らしきかな、人生！―最期まで想い通りに生きる― 

南伊豆会場 

住民 

15 介護、福祉現場への誹謗中傷防止に向けた共同声明文     

「コロナと闘う、私たちはみんな仲間」 

住民 

多職種 

 

 


