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茅ヶ崎市・寒川町

「このまちに住めてよかった」と思える地域づくりを目指して 

～「ポジティブでしなやかな連携」を目指す～ 
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Ⅰ 在宅医療介護連携推進事業の概要 

１ 茅ヶ崎市・寒川町の取組 

 [事業概要] 

在宅医療介護連携推進事業は、介護保険

法の地域支援事業に位置付けられ、医療と

介護の両方を必要とする状態の高齢者が、

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、在宅医療と介護を

一体的に提供するために、在宅に関する医

療機関と介護サービス事業者などの関係 

者の連携を推進することを目的としています。また、関係機関が連携し、多職

種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道

府県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会・歯科医師

会・薬剤師会等と緊密に連携しながら、地域の医療介護に関する連携体制の構

築を推進することとされています。 

 その取組に関しては、平成３０年 4 月には全ての市区町村で原則として以下

の（ア）～（ク）の全ての事業項目が実施されています。 

 
 

 
  

項目 内容 

（ア） 地域の医療・介護の資源の把握 

（イ） 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（ウ） 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援 

（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（カ） 医療・介護関係者の研修 

（キ） 地域住民への普及啓発 

（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

内容 

目次項目が見つかりません。 

在宅医療介護連携推進事業の概要 
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その中で、茅ヶ崎市と寒川町は、住民の生

活圏や一般社団法人茅ヶ崎医師会、一般社団

法人茅ヶ崎歯科医師会、一般社団法人茅ヶ崎

寒川薬剤師会（以下「３師会」という。）の

活動範囲が同じであることを踏まえ、平成２

５年度よりその前身である在宅医療連携推

進事業等を協同して取り組んできました。そ

して、平成２７年度、当事業が介護保険法に位置付けられたことから、改めて

茅ヶ崎市と寒川町で事業を協同して実施するための協定を結び、取組を強化し

てきた経緯があります。 

 平成２９年度からは、保健所業務が茅ヶ崎市に移管されたことを踏まえ、事

業項目（オ）の機能を持った「在宅ケア相談窓口」を設置し、茅ヶ崎市では、

福祉部高齢福祉介護課と保健所地域保健課、寒川町では福祉部高齢介護課と健

康子ども部健康・スポーツ課の４課が協同し、「住民への周知」・「仕組みづく

り」・「関係者人材育成」の３本の柱を掲げ、住民の利便性を高め、地域の専門

職の連携をより深めていくために事業展開を進めています。 

 

■ （１）平成３０度事業構成 
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■ （２）事業年表 

年  月 出 来 事 

平成 25年度～ 

在宅医療連携推進事業を寒川町と協同して取り組む。 

＜担当課＞  茅ヶ崎市：保健福祉課／高齢福祉介護課 

寒 川 町：高齢介護課／健康・スポーツ課 

平成 27年 4月 

茅ヶ崎市と寒川町で「在宅医療介護連携推進事業の協同実施

に関する協定」を結ぶ。 

事業項目（オ）以外の項目について取り組む。 

平成 29年 6月 

茅ヶ崎市保健所に在宅ケア相談窓口開設。 

事業項目（ア）～（ク）全ての取組を開始した。 

＜担当課＞  茅ヶ崎市：地域保健課／高齢福祉介護課 

寒 川 町：高齢介護課／健康・スポーツ課 

平成 29年度～ 
新たな取組として、茅ヶ崎・寒川地域の９つの病院と情報交

換等を行う「病院間情報交換会」を開催した。 

平成 30年 4月 

事業構成を見直し、ワーキンググループを再編成した。 

正式に「病院間情報交換会」をワーキンググループに加えた。 

平成 31年 2月 
新たな取組として、地区別の多職種連携研修会を寒川地区で

開催した。 

平成 31年 3月 

新たな取組として、ワーキンググループの委員を中心に  

「入退院支援ガイドブック」、「多職種連携ガイドライン」を

作成した。 
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茅ヶ崎市 

オリジナル広報キャラクター 

えぼし麻呂とミーナ 

寒川町高齢介護課 

オリジナルキャラクター 

げんき丸 

配架先 茅ヶ崎市 寒川町

市役所・町役場 １か所 １か所

支所等 ６か所

保健・環境・衛生機関 ７か所 ３か所

福祉施設 ４０か所 １か所

体育施設 １か所

文化・教育機関 １１か所 ３か所

住民活動・地域集会施設 １２か所

計 ７８か所 ８か所

Ⅱ ３本の柱「住民への周知」「仕組みづくり」「関係者人材育成」の取組 

１ 住民への周知 

■ （１）広報紙（えぼ丸通信） 

[概要]  

平成２９年度から、在宅ケア相談窓口・在宅

医療介護連携推進事業の取組について、住民や

医療・介護の関係者に情報発信するため、茅ヶ

崎市オリジナル広報キャラクター「えぼし麻呂」

と寒川町高齢介護課オリジナルキャラクター

「げんき丸」の名前を掛け合わせて、「えぼ丸

通信」と名付けた情報紙を発行しています。   

なお、平成３０年度（第４号）からは、地域

の専門職の方からご寄稿をいただき、地域医療

介護専門職や事業の紹介をはじめています。 
 

＜主な配架先一覧＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

＜主な配布先一覧＞ 

 

配布先

（一社）茅ヶ崎医師会

茅ヶ崎市民生委員・児童委員協議会
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年度

Ｎｏ．４ Ｎｏ．５ Ｎｏ．６ Ｎｏ．７

３，２００部 ３，２００部 ３，２００部 ３，２００部

合計

各号

平成３０年度

１２，８００部

＜配布部数＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

年度

Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．３

２，５００部 ２，５００部 ２，５００部

合計

平成２９年度

各号

７，５００部

No.４（平成３０年５月発行） No.５（平成３０年８月発行） 

No.６（平成３０年１１月発行） No.７（平成３１年２月発行） 

配布希望はいつで

も受け付けている

ぞよ♪♪ 
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ＮＯ 開催日 依頼団体 

受講

人数 

（人）

1 ４月 茅ヶ崎地区民生委員・児童委員協議会 27

2 ５月 茅ヶ崎南地区民生委員・児童委員協議会 22

3 ６月 保健所開催１回目 5

4 ６月 ８０２０歯科推進員 30

5 ７月 ベルなごみの会 26

6 ７月 東海岸北地区民生委員・児童委員協議会 19

7 ８月 鶴嶺東地区民生委員・児童委員協議会 32

8 ８月 浜須賀地区民生委員・児童委員協議会 21

9 ８月 寒川町介護支援専門員部会 11

10 ８月 鶴が台鶴寿会 47

11 ９月 保健所開催２回目 14

12 １０月 松林地区民生委員・児童委員協議会 24

13 １０月 中央労金茅ヶ崎支店友の会 36

14 １０月 NPO法人あいむ湘南 12

15 １１月 茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 37

16 １１月 鶴嶺西地区民生委員・児童委員協議会 20

17 １１月 茅ヶ崎市高齢福祉介護課 44

18 １１月 サニータウン茅ヶ崎自治会 20

19 １月 湘北地区民生委員・児童委員協議会 32

20 １月 湘南シニアクラブ 33

21 ２月 松浪地区民生委員・児童委員協議会 29

22 ２月 茅ヶ崎歯科医師会 18

559計

■ （２）依頼講座（在宅医療と介護の講座） 

 

[概要]  

平成２９年度から、在宅ケア相談窓口の

周知とともに、在宅医療・介護について周

知するために、依頼講座を実施しています。 

平成３０年度は、茅ヶ崎市保健所におい

ても講座を開催するとともに、多くの団体

から依頼をいただきました。 

 

＜開催実績＞ 
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＜年度別開催回数と受講者数＞ 

 

 

＜受講者アンケート結果（平成３０年度）＞ 

アンケート回収率：７２％（４０４枚） 

 

① 講座の内容について          ② これからの生活に役立つ情報について 

 
 

③ 感想等（一部抜粋） 

 在宅医療の体制が参考になりました。 

 日頃の健康管理をして家で最期を迎えたいと思いました。 

 義兄が在宅医療介護の末に亡くなりました。本人・家族も満足していました。 

 かかりつけの医師を持っていないので、まずそこからしたいと思っています。 

 認知症の母を見送ったのが自宅でした。最後に「ありがとうございます」の

言葉と素敵な笑顔（天使みたい）だったのが幸せでした。 

 昨年、主人が亡くなり、子供家族と生活しております。今回の話を聞き、こ

れからどのように生きていったらよいかとしても良いお話でした。 等 

 平成２９年度 平成３０年度 

地区 茅ヶ崎 寒川 茅ヶ崎 寒川 

開催回数（回） ６ ２ ２１ １ 

受講者数（人） １９６ ６５ ５４８ １１ 
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配布 枚数（枚）

茅ヶ崎・寒川地区　在宅療

養支援診療所（３０か所）
300

住民向け講演会 581

依頼講座 559

関係機関 100

その他 100

計 1,640

■ （３）リーフレット（在宅ケア相談窓口） 

 

[概要]  

 平成２９年度の在宅ケア相談窓口開設

に伴い、リーフレットを作成しました。

在宅医療と介護の講座や住民向け講演会

等の場で配布しています。その他、茅ヶ

崎・寒川地区の在宅療養支援診療所や薬

局等にも配架していただいています。 

 また、平成３０年度は、リーフレット

の他に在宅医療介護連携推進事業の紹介

チラシを作成し、住民・関係者に配布し

ています。 

 

＜リーフレット配布実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

配布希望はいつ

でも受け付けて

いるよ～♪♪ 
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■ （４）住民向け研修会 

 

[概要]  

 平成２７年度から、住民を対象にして、

在宅医療や介護の現状等について周知・

啓発を行うため講演会等を行っています。 

 

 

＜開催実績＞ 

日 程：平成３０年９月２４日 

会 場：寒川町民センター 

参加者数：５８１人 

講 師：上野千鶴子氏（社会学者・東京

大学名誉教授／認定ＮＰＯ法

人ウィメンズアクションネッ

トワーク理事長） 

テ ー マ：「おひとりさま」が最期まで自

分らしく生きるには～安心して老

いるために準備すること～ 

 

 平成２９年度の講演会にて大反響を頂

き、同じ内容で再講演を行いました。 

 在宅死の条件など、「死」について深く

考える機会となった一方で、時折、会場よ

り笑いが起こるなど終始和やかなムード

に包まれました。 

  

上野 千鶴子 氏 

木村 俊雄 

寒川町長 
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＜受講者アンケート結果（平成３０年度）＞ 

アンケート回収率：７４％（４３０枚） 

 

① 講演会の内容について 

 

 

② これからの生活に役立つ情報について 

 

 

③ 感想等（一部抜粋） 

 在宅医療での死に方に対する偏見が変わった。目からうろこであった。 

 自分や家族の生、死について考える機会を与えて頂き、ありがとうございま

した。 

 自分の今後の生き方を変えさせられた。最期まで自宅で生きよう！私らしく

生きようと思います。 等 
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＜年度別開催状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

開催地区 茅ヶ崎 寒川 茅ヶ崎 寒川 

参加者数（人） ３２ ４０ ２６１ ５８１ 

平成２７年度 

テーマ 
在宅医療と介護が果たす役割～だれもが望む

場所で生活し続けるために～ 

講師 

 峰尾武巳氏（神奈川県立保健福祉大学教授） 

 塚田桂子氏（マザー湘南） 

 松本由美氏（さむかわ訪問看護ステーション）  

 在原暢人氏（ファミリーケア菱沼） 

平成２８年度 

テーマ 

知って得する！在宅医療と介護の方向性～自

宅で医療と介護を受けながら、生活し続ける

ために～ 

講師 
三浦久幸氏（国立研究開発法人 国立長寿医療

研究センター在宅医療連携部長） 

平成２９年度 

テーマ 
「おひとりさま」が最期まで自分らしく生き

るには～安心して老いるために準備すること～ 

講師 

上野千鶴子氏（社会学者・東京大学名誉教授

／認定ＮＰＯウィメンズアクションネットワ

ーク理事長） 
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２ 仕組みづくり 

 

■ （１）在宅ケア相談窓口 

 

[概要]  

 在宅ケア相談窓口は、平成２９年６月１日に茅

ヶ崎市保健所内に開設しました。 

 超高齢社会を迎えて、可能な限り住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができる社会の実現を目指し、在宅における医

療と介護の連携がスムーズに図られるよう調整す

る役割を担っています。 

 また、在宅ケア相談窓口では、茅ヶ崎市・寒川

町の住民だけでなく、医療・介護の関係者からの

相談を受け付けています。 

 

＜職員配置表＞ 

職名 人数 勤務日数 

相談員（看護職） １ 週５日 

事務（寒川町から派遣） １ 週２日～３日 

保健師 １ 週５日 

 

＜相談実績＞ 

 

 

 

 

  

 平成２９年度 平成３０年度 

新規相談件数（件） １０３ １０４ 

継続相談件数（件） １７ ２２ 

のべ相談件数（件） １２０ １２６ 
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＜相談件数（内訳）＞ 

① 月別相談件数 

 
 

② 相談者の属性                         ③ 相談内容（複数選択） 

 
 

④ 在住地（新規相談） 
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■ （２）ワーキンググループ 

 

[概要]  

平成３０年度からは、ワーキンググループを再編成し、平成２９年度の３つ

の検討グループを２つに集約するとともに、正式に「病院間情報交換会」を加

えました。 

そのため、「医療介護連携システム検討グループ」、「在宅ケア相談窓口検討グ

ループ」、「病院間情報交換会」の３つのワーキンググループに分かれて、地域

課題を検討しました。 

 

 ① 医療介護連携システム検討グループ 

[概要]  

医療介護連携システム検討グループでは、

主に多職種連携ガイドラインの作成や  

ＩＣＴ導入に関する検討を行いました。 

 

＜委員一覧＞敬称略 

 

  

氏名 所属機関 職種

高山　慶一郎 茅ヶ崎医師会 医師

菅原　一朗 茅ヶ崎医師会 医師

下里　隆史 茅ヶ崎歯科医師会 歯科医師

高梨　哲也 茅ヶ崎寒川薬剤師会 薬剤師

川崎　美里 茅ヶ崎市立病院 看護師

根岸　浩子 寒川病院 看護師

岩崎　克己 湘南東部総合病院 事務職

神田　真理恵 あかしあ訪問看護ステーション 看護師

加藤　敦子 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会 介護福祉士

松本　由美 さむかわ訪問看護ステーション 看護師

村松　小百合 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会ケアマネ部会 ケアマネジャー

稲葉　康宏 寒川町介護サービス事業所連絡会 社会福祉士

高橋　龍矢 寒川町介護サービス事業所連絡会ケアマネ部会 ケアマネジャー

光野　勝江 茅ヶ崎市地域包括支援センターあさひ ケアマネジャー

佐藤　敬 寒川町地域包括支援センター 社会福祉士

吉川　宗孝 市高齢福祉介護課 事務職

嶺　八千代 町健康・スポーツ課 事務職
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 ② 在宅ケア相談窓口検討グループ 

[概要]  

在宅ケア相談窓口検討グループでは、主

に地域課題の抽出及び対策に関する検討を

行いました。 

 

＜委員一覧＞敬称略 

 

 

 ③ 病院間情報交換会／運営委員会 

[概要]  

病院間情報交換会では、主に入退院支援

ガイドブックの作成に関する検討を行い

ました。 

 

＜委員一覧（運営委員）＞敬称略 

 

氏名 所属機関 職種

大木　教久 茅ヶ崎医師会 医師

佐藤　貴之 茅ヶ崎医師会 医師

松井　新吾 茅ヶ崎歯科医師会 歯科医師

森川　厚子 茅ヶ崎寒川薬剤師会 薬剤師

加藤　將文 茅ヶ崎徳洲会病院 事務職

田中　洋 茅ヶ崎市立病院 医師

西村　八重子 茅ヶ崎市立病院 看護師

根岸　浩子 寒川病院 看護師

河田　美幸 あかしあ訪問看護ステーション 看護師

松本　由美 さむかわ訪問看護ステーション 看護師

平本　哲也 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会ケアマネ部会 ケアマネジャー

高橋　龍矢 寒川町介護サービス事業所連絡会ケアマネ部会 ケアマネジャー

三瓶　利恵子 茅ヶ崎市地域包括支援センターあい 保健師

佐藤　敬 寒川町地域包括支援センター 社会福祉士

吉武　泉 茅ヶ崎市高齢福祉介護課 保健師

上山　知栄 寒川町健康・スポーツ課 保健師

氏名 施設名 職種

水澤　佳代子 茅ヶ崎中央病院 ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

大貫　香織 茅ヶ崎新北陵病院 ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

岩崎　克己 湘南東部総合病院 事務職

佐藤　茂子 長岡病院 ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

由井　正樹 茅ヶ崎徳洲会病院 ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

根岸　浩子 寒川病院 看護師

麻地　洋司 湘南さくら病院 看護師

星　亮太 けやきの森病院 事務職

西村　八重子 茅ヶ崎市立病院 看護師
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３ 関係者人材育成 

 

■ （１）同行訪問研修 

 

[概要]  

 同行訪問研修は、これから在宅医療に取り組む意志のある医師、歯科医師、

薬剤師に既に取り組んでいる医師等の訪問診療に同行してもらい、在宅医療に

踏み出す契機とするための研修です。 

 

＜研修実績＞ 

職種 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

医師(件) ０ ０ １ 

歯科医師（件） １ ０ １ 

薬剤師（件） ４ ０ ０ 

計 ５ ０ ２ 

＊平成３０年度の歯科医師の実績については、平成２９年度に実施したもので

すが、実施報告書の提出日が平成３０年度であったため、平成３０年度の実

績として記載しています。 

 

＜研修実施後の状況（平成３０年１１月時点）＞ 

 歯科医師 薬剤師 

訪問診療を行っている（人） ２ 2 

行いたいが機会がない（人） ０ 2 

 

＜研修参加者の感想等（平成３０年度）＞ 

 高齢の患者さんが多く、治療をゆっくり、ゆったりしたペースで進める事が

大切なのがよく理解できました。 
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■ （２）地域リーダー会議 

 

[概要]  

 地域リーダー会議では、主に在宅チーム医療

人材育成事業地域リーダー研修（神奈川県主催）

を受講した専門職を中心として、多職種連携研

修会の企画等を行っています。 

 

＜委員一覧＞ 

 

 

 

■ （３）多職種連携研修会 

 

[概要]  

 多職種連携研修会では、「在宅医療」及び「医

療と介護の連携」推進のため専門職を対象と

した研修会を行っています。研修内容は、ア

ンケート結果等を踏まえて、地域リーダー会

議の中で検討し企画をしています。 

 

 

 

氏名 所属機関 職種

富田　一郎 茅ヶ崎医師会 医師

菅原　一朗 茅ヶ崎医師会 医師

大木　教久 茅ヶ崎医師会 医師

松井　新吾 茅ヶ崎歯科医師会 歯科医師

芦刈　典子 茅ヶ崎寒川薬剤師会 薬剤師

神田　真理恵 あかしあ訪問看護ステーション 看護師

菊池　みのり 寒川病院 看護師

平本　哲也 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会ケアマネ部会 ケアマネジャー

葛西　聖子 茅ヶ崎市立病院 看護師

吉武　泉 市高齢福祉介護課 事務職

大西　真衣 町健康・スポーツ課 事務職
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 ① 第１６回多職種連携研修会 

[概要]  

第１６回では、地域の多職種連携を考えていく

とともに、それぞれの専門職がお互いの役割を 

知る機会とすることを目的として、がん患者の 

終末期医療の実際について、病院医師と在宅診療

所医師それぞれの立場から、水沼信之医師と引野

雅子医師に講演をいただきました。 

 

＜開催実績＞ 

日 程：平成３０年７月１２日 

会 場：茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室１～５ 

参加者数：３１５人 

座 長：小林一博氏（茅ヶ崎市立病院診療部長） 

講 師：水沼信之氏（水沼医院院長） 

     引野雅子氏（ひきのクリニック院長） 

開会挨拶：茅ヶ崎市保健所長 

閉会挨拶：丸山徳二氏（茅ヶ崎医師会会長） 

テ ー マ：がん患者の終末期における連携を考える 

 

 参加者からは「連携の意識が高まっていると感

じました。」「がんと診断を受けた時から早期に関

わる必要があると感じました。」「最新のがん治療

と在宅医療が理解できました。」「内容の濃い研修

でした。医療と立場から生活を支える視点に心打

たれました。」等の意見をいただきました。  

丸山 徳二 氏 

小林 一博 氏 

水沼 信之 氏  引野 雅子 氏 
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 ② 第１７回多職種連携研修会 

[概要]  

第１７回では、多職種連携を深めていくための

土台として、他の職種の役割を知ることを目的に

薬剤師・リハビリ専門職・管理栄養士に焦点を当

て、それぞれの在宅での役割や活動を紹介してい

ただきました。 

 

＜開催実績＞ 

日 程：平成３０年１０月１８日 

会 場：茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室１～５ 

参加者数：２０６人 

座 長：大木教久氏（茅ヶ崎医師会理事） 

講 師：芦刈典子氏（茅ヶ崎寒川薬剤師会理事） 

     森元幸太朗氏（アールアンドシー湘南） 

     古木志樹子氏（湘南東部総合病院） 

     関口なつき氏（湘南藤沢徳洲会病院） 

     吉野祐子氏（松井歯科医院） 

開会挨拶：松井久芳氏（茅ヶ崎歯科医師会会長） 

閉会挨拶：茅ヶ崎市福祉部長 

テ ー マ：自分の仕事を知ってもらおう♪  

 

 参加者からは「色々な職種の方の話が聞けて勉強に

なりました。」「今後の茅ヶ崎が良くなる伸びしろを感

じることができました。」「連携したことのない職種の

方と今後は連携してみたいと思いました。」「この地域

で様々な活躍をしている専門職がいるのが分かり、と

ても心強く思いました。」等の意見をいただきました。 

松井 久芳 氏 

芦刈 典子 氏 森元 幸太朗 氏 

古木 志樹子 氏 吉野 祐子 氏 

関口 なつき 氏 大木 教久 氏 
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 ③ 第１８回多職種連携研修会 

[概要]  

第１８回では、がん患者に対する在宅医療介護に

おける多職種連携の課題を抽出し、現状の共通認識

を図っていくとともに、更なるネットワークの深化

を図ることを目的として、引野雅子医師に事例報告

をして頂いた上で、グループワークを行いました。 

 

＜開催実績＞ 

日 程：平成３１年１月２４日 

会 場：茅ヶ崎市役所分庁舎６階コミュニティホール 

参加者数：１５９人 

座 長：藤浪潔氏（茅ヶ崎市立病院中央診療部長） 

講 師：引野雅子氏（ひきのクリニック院長） 

開会挨拶：大久保敦子氏（茅ヶ崎寒川薬剤師会会長） 

閉会挨拶：寒川町福祉部長 

テ ー マ：がん患者の終末期緩和ケア～多職種連携の

課題を考える～  

 

 参加者からは「少しずつ在宅医療に病院の先生

の目が向いて来ているようでよかったです。」「施

設ケアと在宅ケアの違いがあり、今まで経験して

いない部分の話を聞くことができました。」「ガ

ンの治療が進み、ＡＤＬが急激に下がること。そ

の前の対策が大切と分かりました。」「意見を出し

合う場が定期的にあるだけで意識を保つ機会にな

ります。」等の意見をいただきました。 

大久保 敦子 氏 

藤浪 潔 氏 

引野 雅子 氏 
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＜多職種連携研修会 開催実績一覧（平成２６年度～平成３０年度）＞ 

回 年月 テーマ 参加人数 

1 Ｈ26年 6月 明日からできる訪問診療（在宅医療）について考えてみませんか？ 219 人 

2 9 月 在宅で生活している認知症の方を支える多職種連携 292 人 

3 11 月 自分らしく過ごせるよう支援する在宅緩和ケア 269 人 

4 Ｈ27年 2月 摂食嚥下と栄養の実際 232 人 

5 7 月 地域包括ケアシステムってなに？ 260 人 

6  9 月 在宅での褥瘡ケア 287 人 

7 11 月 排便コントロール 227 人 

8 Ｈ28年 2月 独居高齢者への支援 PART1～今、地域で何が起きているのか～ 249 人 

9 6 月 
独居高齢者への支援 PART2～本人の希望をどのように支えるか 

事例検討編～ 

145 人 

人数制限あり 

10 9 月 判断能力が低下した高齢者を支えるために 235 人 

11 11 月 
在宅での看取りを考える ＰＡＲＴ１～多職種で看取りを支えた

事例を通して～ 
268 人 

12 Ｈ29年 2月 
在宅での看取りを考える ＰＡＲＴ２～看取りのあり方に揺れ動

いている事例を通して～ 
153 人 

13 9 月 地域包括ケアシステムと在宅ケア相談窓口について 201 人 

14 11 月 
在宅ケア相談窓口について語ろう♪♪～窓口への相談内容から地

域における在宅ケアの課題を共有する～ 
154 人 

15 Ｈ30年 2月 地域包括ケアの実践～地域の実力を知ろう～ 226 人 

16 7 月 がん患者の終末期における連携を考える 315 人 

17 10 月 自分の仕事を知ってもらおう♪ 206 人 

18 H31 年 1 月 がん患者の終末期緩和ケア～多職種連携の課題を考える～ 159 人 

のべ人数 ４，０９７人 
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■ ④ 地区別（寒川地区）多職種連携研修会 

[概要]  

平成２６年度より、茅ヶ崎・寒川地区におい

て医療・介護の専門職を対象とした多職種連携

研修会を開催してきましたが、研修会に参加し

た専門職の中から、地域毎に細分化して研修会

を開催してほしいという要望が多く出される

ようになってきたことを踏まえ、新たな試みと

して、寒川地区での研修会を開催しました。 

 

＜開催実績＞ 

日 程：平成３１年２月８日 

会 場：寒川総合体育館 

参加者数：１１９人 

講 師：栗田啓司氏（寒川病院副院長） 

開会挨拶：寒川町健康子ども部長 

閉会挨拶：鳴海裕之氏（寒川病院院長） 

テ ー マ：認知症の方への支援を考える 

 

 参加者からは「病院の中では分からない部分

や問題をたくさん知ることができた。これから

もこのような会は必要と強く感じた。」「寒川の

仲間の顔が見え、これからも連携していければ

と思います。」「多職種の方たちと話すことで、

ネットワークが広がったように思いました。」

「寒川町のパワーを感じました。」等の意見をい

ただきました。 

 

栗田 啓司 氏 

鳴海 裕之 氏 
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