
 

第１１回 在宅療養コーディネーター養成・フォローアップ研修 

実施要項 

 

目的 

医療・介護分野の各従事者が、お互いの専門的な知識を活かしながら、チームとな

って地域の高齢者や家族のサポート体制を構築するための連携技能の向上を目指す

とともに、「顔の見える関係」を築くことによって、地域連携についての現状と課題

を抽出し、その解決に向けた取組について協議することを目的とする。 

主催 京都府医師会・京都地域包括ケア推進機構・京都府 

共催 
京都府歯科医師会・京都府薬剤師会・京都府看護協会・京都府介護支援専門員会・

京都府訪問看護ステーション協議会 （予定） 

対象 

 

京都府２６市町村 約１５０名（１回あたり５０名程度） 

 

地区医師会推薦の医師及び市町村推薦の多職種等  

・地域包括支援センターが行う地域ケア会議へ参画する者 

・多職種連携にて在宅療養を支援する者 

・市町村職員で地域包括ケアの取組みを担う者  など 

 

日時 

・令和４年１１月２７日（日）  ９時３０分～１１時４５分 

・令和４年１１月２７日（日） １４時００分～１６時１５分 

・令和４年１２月 ４日（日）  ９時３０分～１１時４５分 

方法 
オンライン研修（Zoom 利用） 

 ※グループワークは Zoom のブレイクアウトルーム機能を使用 

内容 

●事前研修（オンデマンド配信による動画視聴） 

・令和４年１０月中旬から配信予定 

 「臨床倫理４分割法」について 

 

◆開会挨拶 

◆研修目的説明 

 

◆臨床倫理４分割法の説明 

◆事例提供 

 

◆グループワーク テーマ「認知症高齢者の介護者への支援と在宅看取り」 

 ①概要説明  

 ②セッション 

 ③発表    

 

◆全体総括 

 

◆閉会挨拶 

 

 



 

別紙 

研修に関する注意事項

 

 

１ 申込み 

○申込みは所属先のある市町村へお願いいたします。 

○オンライン研修のため、参加者のメールアドレスは必ず記入してください。 

○研修では、Ｚｏｏｍのブレイクアウトルームを利用したグループワークを実施しま

すので、原則ひとり一台のパソコンやスマートフォンなどを御用意いただくことを

参加者に御了解いただくようお願いいたします。 

○研修日ごとの人数の偏りをなくすために、日程については第２希望まで記載をお願

いいたします。参加日については、決定次第御連絡いたします。 

○推薦書を受理しましたら参加受付とみなします。参加受付後の連絡等は、事務局か

ら記載の個人メールアドレス宛に行います。 

○グループワークでは、進行係を決めて議論を行う予定です。グループ分けの参考に

しますので、進行役を希望される方がありましたら、推薦書の該当欄に○を記載し

てください。 

 

２ 事前研修 

○事前研修は、研修の約１ヶ月前（１０月中旬頃）に配信を開始する予定です。配信

前に参加者全員に御案内いたします。 

 



※参加者宛にオンライン研修への参加URLを送付しますので、必ずメールアドレスのご記入をお願いいたします。

研修日
第一希望

研修日
第二希望

新規
再

氏名 職種 所属施設名 メールアドレス　※必須
連絡先

（電話番号）
研修資料、修了証書等送付先 進行役

〒

・令和４年７月２９日（金）までに所属先のある市町村窓口へお申込みください。

在宅療養を支える多職種協働人材育成事業

「第１１回在宅療養コーディネーター養成・フォローアップ研修」

・市町村へはできる限りメールによるお申込みをお願いいたします。

・また、メール送付の際は、当研修への参加申込みであることがわかるよう、件名を「在宅療養コーディネーター養成研修参加申込み」
　としていただくなど御協力をお願い申し上げます。



市町村名 部・局 課 係 電話 ＦＡＸ メールアドレス

京都市 保健福祉局 健康長寿企画課
地域包括ケア

第二担当
075-746-7734 075-222-3416 kenkochojukikaku@city.kyoto.lg.jp

向日市 市民サービス部 高齢介護課 高齢者支援係 075-874-2576 075-932-0800 kourei@city.muko.lg.jp

長岡京市 健康福祉部 高齢介護課 高齢福祉係 075-955-9713 075-951-5410 koureikaigo@city.nagaokakyo.lg.jp

大山崎町 健康福祉部 健康課 高齢介護係 075-956-2101 075-957-4161 kaigo@town.oyamazaki.lg.jp

宇治市 健康長寿部 介護保険課 給付係
0774-22-3141
（内線2342）

0774-21-0406 kaigohokenka@city.uji.kyoto.jp

城陽市 福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係 0774-56-4031 0774-56-4032 korei@city.joyo.lg.jp

久御山町 民生部 福祉課 包括ケア推進係 075-631-9902 075-632-5933 fukushi@town.kumiyama.lg.jp

八幡市 健康部 高齢介護課 地域支援係 075-983-5471 075-972-2520 koreikaigo@mb.city.yawata.kyoto.jp

京田辺市 健康福祉部 高齢者支援課 地域包括支援係 0774-63-1268 0774-63-5777 kourei@city.kyotanabe.lg.jp

井手町 高齢福祉課 0774-82-6165 0774-82-5055 kourei@town.ide.lg.jp

宇治田原町 福祉課 介護高齢係 0774-88-6635 0774-88-3231 koureikaigo@town.ujitawara.lg.jp

木津川市 健康福祉部 高齢介護課 高齢者福祉係 0774-75-1213 0774-72-0553 kaigo@city.kizugawa.lg.jp

笠置町 　保健福祉課 福祉係 0743-95-2303 0743-95-3021 hokenfukushi@town.kasagi.lg.jp 

和束町 福祉課 0774-78-3006 0774-78-2799 fukushi@town.wazuka.lg.jp

精華町 健康福祉環境部 高齢福祉課 包括ケア推進係 0774-95-1932 0774-95-3974 kourei@town.seika.lg.jp

南山城村 保健医療課 介護保険係 0743-93-0104 0743-93-0444 d_hoken@vill.minamiyamashiro.lg.jp

亀岡市 健康福祉部 健康増進課 健康予防係 0771-25-5004 0771-24-3070 tiiki-iryou@city.kameoka.lg.jp

南丹市 福祉保健部 高齢福祉課 高齢者福祉係 0771-68-0006 0771-68-1166 k-fukushi@city.nantan.lg.jp

京丹波町 健康福祉部 福祉支援課
地域包括支援

センター
0771-82-0001 0771-82-0446 fukushi@town.kyotamba.lg.jp

福知山市 福祉保健部
地域包括ケア

推進課
連携推進係 0773-24-7073 0773-22-9073 houkatu@city.fukuchiyama.lg.jp

綾部市 福祉保健部 高齢者支援課
地域包括支援
センター担当

0773-42-4262 0773-42-0048 koreisyasien@city.ayabe.lg.jp

舞鶴市 福祉部 高齢者支援課 相談支援係 0773-66-1018 0773-62-7957 kourei@city.maizuru.lg.jp

宮津市 健康福祉部 健康・介護課 介護予防係 0772-45-1620 0772-22-8438 kaigo@city.miyazu.kyoto.jp

京丹後市 健康長寿福祉部 長寿福祉課 包括ケア推進係 0772-69-0330 0772-62-1156 chojufukushi@city.kyotango.lg.jp

与謝野町 福祉課
与謝野町地域包
括支援センター

0772-43-9021 0772-42-0528 fukushi@town.yosano.lg.jp

伊根町 保健福祉課 地域包括支援係 0772-32-3041 0772-32-3032 sakai110@town.ine.lg.jp

在宅療養コーディネーター養成研修　参加受付窓口
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