平成 30年 7月 20日
一般社 団法人
京都府理学療法 士会
会長 麻 田 博之 様
平成 30年 度老人保健健康増進等事業
「退院支援 の事例分析 による在宅医療・ 介護 へ の 円滑な
移行 のための介護職視点 を取 り入れた在宅医療・ 介護
連携促進 に関す る調査研 究事業」班
事業担 当 独 立行政法人国立 病院機構
近畿 中央胸部疾患 セ ンター
奈良県 立医科大学 公衆衛生学講座
(株 )三 菱総合研究所地域創 生事業本部

「在宅医療・ 介護 へ の 円滑 な移行 のための退 院支援 ワー クシ ョップ」
開催 の ご案 内

拝啓 平素は格別 の ご高配 を賜 り厚 くお礼 申 し上げます。
本事業 は、地域包括 ケアにお いて介護職 の視点 を取 り入れた在宅医療・ 介護連携 を円
滑に行 うための知 見を得 ることを 目的 としてお ります。本事業では、医療・介護職 の皆
様 の実際 の活動 にお ける気 づ きや問題意識 を把握 し、少 しで も皆様 の業務 で活用 いただ
くべ く、在宅医療・ 介護連携促進 のための事例集 とりま とめを予定 してお ります。つ き
ま しては、別添 の通 り、皆様 の ご意見 を広 くいただ くための 、介護職等 中心の 「在宅医
療・ 介護 への 円滑な移行 のための退院支援 ワークシ ョップ」を開催 い た します。
各職能団体様 には、本調査研 究事業 の趣 旨を ご理解 い ただ くと共 に、是非 とも貴団体
の会員様 に本 ワー クシ ョップを ご推薦 いただき、ご参加 い ただけます よ うお願 い 申 し上
げます。
敬具

事業事務局】
【
独 立行政法人国立病院機構近畿 中央胸部疾患 セ ンター
看護部長
澤本 万紀子
電話 (ダ イヤル イ ン)072‑251‑5929(内 線 2104)
(土 日祝 を除 く 9:30〜 17:15)
E― mail mak― sawamoto530kch.hosp.go。 ̲ip
以上

平成 30年度老人保健健康増進等事業

「在宅医療・ 介護への円滑な移行 のための退院支援 ワー クシ ョップ」
ご案 内

事喘削担当

独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター
公立大学法人奈良県立医科大学 公衆衛生学講座
株式会社三菱総合研究所 1地 域創生事業本部

テーマ担当:厚 生労働省近畿厚生局健康福祉部地域 包括ケア推進課

国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター、奈良県立医科大学、三菱総合研究所では平成 30年度老人保
健健康増進等事業 として、「退院支援の事例分析による在宅医療・介護への円滑な移行のための介護職視点
を取 り入れた在宅医療・介護連携促進に関する調査研究事業」を進 めてお ります。本事業は、地域包括ケア
において、介護職の視点を取 り入れた在宅医療・介護連携を円滑に行な うため知見を得 ることを目的 として
お ります。本事業では、介護職の皆様の実際の活動における気づ きや問題意識を把握 し、少 しでも皆様の業
務 で活用いただ くべ く、在宅医療・介護連携促進 のための事初1集 とりまとめを予定 してお ります。
つ きま しては、添付の実施要領通 り、皆様のご意見を広 くいただ くための、介護職等中心のワー クショッ

プを開催いたします。ご賛同いただき、ぜひともご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

開催日時・場所】
【
① 第 1回 :平成30年 8月 23日

(木 )13:20〜

17:30 メルパルク京都

② 第 2回 :平成 30年 9月 25日

(火 )13:20〜

17:30 Ⅷ助魔I大阪梅田

参加申込みについて】
【
お手数ですが、下記の送信フォーム①施設名、②ご住所、ご連絡先、③職種、役職名、④お名前、⑤参
加可能な回 (第 1回 ・第 2回・ どちらでも可能)を ご記入くださし、
参加申し込み期日】
【
.8月 3日 皇塑までに、
下記のメールアドレスまたはF懸 宛にお知らせくださいますようお願い申し上げ
ます。なお、会場の都合上ご参加いただけない場合がございます。 8月 中旬までには参加可否につきま
して連絡いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます
i。

お問い合わせ先】
【
独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 看護部長
電話
E…mail

072‑352‑3021

澤本 万紀子
は表)

FAX 072‑251‑1372

平成 30年度老人保健健康増進等事業

「在宅医療・ 介護へ の円滑 な移行のための退院支援 ワー クシ ョップ」
実施要領

【目 的】
①
②

医療・ 介護職が関与す る「退院支援」の事例か ら、各分野におけるシステムや認知・ コ ミュ
ニケーションおよび地域特性に基づいた課題の抽出
多職種連携 を更に構築す るために、必要な再審の知見の修得

テーマ】 在宅医療・介護への円滑な移行のための退院支援
【
ねらい】 医療機関及び介護施設等 との連携において情報交換を行つているが、双方の理解が食い違い、
【
が発生することがある。
訪」
介護職からの視点での懸詠駅
潮題 の残る要
●

●
●
●
●

日頃、1連 携を とる中で戸惑ったこと、困ったこと、「こ うすればよかった」「こうして欲 しかった」
「こんな情報が欲 しかった」など情報交換に潜む問題 と感 じた、疑間をもった体験事例を出 し合
における実態を共有 し、検討課題 に対する感受性 を高める。
うことで、患者・利用者 のけ
実際の活動における気づ きを出し合い、課題 を抽出する。
(情 報伝達のシステム、認知、 コミュニケーシ ョン、地域特性な ど)
課題から「どうすれ ばよかったか」「実際に工夫 している取 り組み」を話 し合い、情報共有や方策
を考えだす。
良好事例か ら「上手 く行 った」ポイン トを話 し合 い、情報共有 と各施設での活用を検討する。
最新の知見か ら在宅医療・ 介護連携 における気づ きを高め、問題を整理する。

プログラム】
【
13:10
13:30
13:40
14:00

受付
開会
「地域包括ケアとは」 近畿厚生局地域包括ケア推進課 課長 吉森茂文
上席地域包括ケア推進官 河本慶子
グループワーク① 過去 1年 間で経験 した危険な事例や困った事例、良好な事例の共有

15:10

樹 、(10多 )1)

15:20
16:00
16:45

グループワーク② ディスカ ッションとまとめ、発表の準備
各グループ発表
「良好な多職種間のコミュニケーション構築について〜エ ッセンス と最新の知見を含め
〜」 奈良県立医科大学公衆衛生学講座 岡本左和子
閉会

17:30

<メ ール 送信

または

FAX申

し込み用紙 >

用に
ご参加をご希望の方は下記のフォームにご記入の上、申込用紙をEメ ールでご送付下さし、 Eメ ール をこ湘」
ならない方はファックスでも受付をしてお ります。

独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター

送信先

看護部長
E―lmail

澤本 万紀子

宛

megumi― saka@kche llosp.go.jp

FAX 072‑251‑1372

「在宅医療・ 介護へ の円滑な移行 のための退院支援 ワー クシ ョップ」
参加 申 し込み

① 施 設 名

一
Ｔ

②

ご 住 所

TEL
ご連 絡 先
E― mail

(Eメ ール をお使 いでない方 :FAX

③職

種

役 職 名

④お 名 前
ご希望 の回に○印 をつ けて くだ さい。

⑤ 参加可能な回

第 1回 (8/23)

第 2回 (9/25)

どちらでも可能

