
静岡県在宅医療推進センター事業
について

（社）静岡県医師会 副会長 篠原 彰

第１回 日本医師会 在宅医療支援フォーラム



静岡県地域医療再生計画（全県域版）の一環として取り組む

『静岡県在宅医療推進センター事業』について

■ 実施主体 静岡県医師会

■ 事業期間 平成２３年度 ～ 平成２５年度
(平成23年10月～平成26年３月)

■ 総事業費 ３億５千万円
〔平成23年度：１億2,400 万円、

24 年度：１億1,300万円、25 年度：１億1,300 万円〕

※静岡県「３次医療圏再生推進事業費補助金」
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■ 静岡県在宅医療推進センターの主な事業

１ 静岡県在宅医療推進センター（本部・支部）による事業運営

２ 静岡県在宅医療体制整備・推進協議会による事業計画の検討

３ 在宅医療機能・体制の現状と課題の把握および対策の検討

４ ICTを活用した在宅医療連携ネットワークシステムの構築・運用

５ 在宅医療に関わる関係機関の連携体制の構築および人材育成

６ 県民向け啓発活動の実施
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１ 静岡県在宅医療推進センター
（本部・支部）による事業運営
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平成24年5月26日付 静岡新聞朝刊より
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■ 静岡県在宅医療推進センターの運営組織

本県の在宅医療推進の中核拠点として、県医師会に「静岡県在宅医療推進センター」
を設置（本部）、あわせて、東部・中部・西部各地区に支部を設置して、県内全域にて、医
師会が主体となって、関係機関、多職種との連携のもとで事業に取り組んでいく。
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静岡県在宅医療体制
整備・推進協議会

退院支援システム
検討部会

在宅医療連携システム
検討部会

東部支部
〔事務局 沼津医師会〕

賀茂・田方・伊東市・熱海市・
御殿場市・三島市・沼津・
富士市・富士宮市 全9医師会

中部支部
〔事務局 静岡市静岡医師会〕

庵原郡・静岡市清水・静岡市静岡・
焼津市・志太・島田市・榛原

全７医師会

西部支部
〔事務局 浜松医師会〕
小笠・磐周・磐田市・浜松・

浜名・浜北・引佐郡
全７医師会
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２ 静岡県在宅医療体制整備・推進
協議会による事業計画の検討
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■静岡県在宅医療体制整備・推進協議会

任期：委嘱の日（平成２４年４月２６日）～平成２６年３月３１日 （敬称略）

No. 役職名 氏 名 所 属 ・ 役 職

1 会長 鈴木 勝彦 静岡県医師会 会長

2 副会長 篠原 彰 静岡県医師会 副会長

3 委員 磯部 俊一 静岡県医師会 理事

4 委員 赤堀 彰夫 静岡県医師会 理事

5 委員 岡 慎一郎 静岡県医師会 理事

6 委員 長尾 正明 静岡県医師会 理事

7 委員 青木 一雄 沼津医師会 会長

8 委員 池田 純介 三島市医師会 会長

9 委員 青山 茂夫 静岡市静岡医師会 会長

10 委員 三輪 誠 志太医師会 会長

11 委員 山﨑 晃 磐田市医師会 会長

12 委員 山口 智之 浜松医師会 会長

＊次ページへ続く
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（敬称略）

No. 役職名 氏 名 所 属 ・ 役 職

13 委員 神原 啓文 静岡県病院協会 会長

14 委員 行木 英生 静岡県病院協会 副会長

15 委員 大山 邦雄 静岡県病院協会 副会長

16 委員 水上 泰延 静岡県病院協会 副会長

17 委員 飯嶋 理 静岡県歯科医師会 会長

18 委員 曽布川 和則 静岡県薬剤師会 会長

19 委員 望月 律子 静岡県看護協会 会長

20 委員 石垣 泰則 静岡在宅ケア医療協議会 会長

21 委員 村田 雄二 静岡県介護支援専門員協会 会長

22 委員 三田 忠男 静岡県社会福祉士会 会長

23 委員 中村 敬 静岡県医療ソーシャルワーカー協会 会長

24 委員 上野 桂子 静岡県訪問看護ステーション協議会 会長代行

25 委員 西田 在賢
静岡県立大学大学院経営情報イノベーション
研究科附属医療経営研究センター長

26 委員 壁下 敏弘 静岡県健康福祉部地域医療課 課長
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■ 退院支援システム検討部会

任期：委嘱の日（平成２４年４月２６日）～平成２６年３月３１日 （敬称略）

No. 役職名 氏 名 所 属 ・ 役 職

1 部会長 篠原 彰 静岡県医師会 副会長

2 委員 磯部 俊一 静岡県医師会 理事

3 委員 岡 慎一郎 静岡県医師会 理事

4 委員 青木 一雄 沼津医師会 会長

5 委員 福地 康紀 静岡市静岡医師会 理事

6 委員 石垣 哲男 浜松医師会 理事

7 委員 三橋 直樹 順天堂大学医学部附属静岡病院 院長

8 委員 小嶋 俊一 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 院長

9 委員 森 典子 静岡県立総合病院 副院長

10 委員 毛利 博 藤枝市立総合病院 院長

11 委員 荻野 和功 聖隷三方原病院 院長

12 委員 田ノ井 千春 磐田市立総合病院 副院長

13 委員 中野 博美 静岡県看護協会 理事

14 委員 上野 桂子 静岡県訪問看護ステーション協議会 会長代行

15 委員 中村 敬 静岡県医療ソーシャルワーカー協会 会長

16 委員 村田 雄二 静岡県介護支援専門員協会 会長

17 委員 川越 雅弘 国立社会保障・人口問題研究所企画部第１室長
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■ 在宅医療連携システム検討部会

任期：委嘱の日 ～ 平成２６年３月３１日 （敬称略）

No. 役職名 氏 名 所 属 ・ 役 職

1 部会長 篠原 彰 静岡県医師会 副会長

2 委員 磯部 俊一 静岡県医師会 理事

3 委員 赤堀 彰夫 静岡県医師会 理事

4 委員 岡 慎一郎 静岡県医師会 理事

5 委員 三原 純 田方医師会 副会長

6 委員 田中 日出和 沼津医師会 理事

7 委員 吉永 治彦 静岡市清水医師会 理事

8 委員 福地 康紀 静岡市静岡医師会 理事

9 委員 藤島 百合子 浜松医師会 理事

10 委員 石垣 泰則 静岡在宅ケア医療協議会 会長

11 委員 中村 昌樹 公立森町病院 院長

12 委員 上野 桂子 静岡県訪問看護ステーション協議会 会長代行

13 委員 佐藤 哲哉 静岡県薬剤師会常務理事

14 委員 村田 雄二 静岡県介護支援専門員協会 会長

15 委員 吉田 澄人 日本医師会総合政策研究機構 主任研究員
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３ 在宅医療機能・体制の現状と
課題の把握および対策の検討
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■ 本県の在宅医療機能・体制の現状と課題の把握

・県内の在宅医療機能・体制の現状および課題について把握するため、
平成23年度、2つの実態調査を実施した。

（１）県内の全ての居宅介護支援事業所およびケアマネジャーを対象と
した退院時ケアマネンジメントに関する実態調査
〔調査協力：国立社会保障・人口問題研究所 川越雅弘室長〕

（２）県内の全ての診療所・病院、地域包括支援センターを対象とした
在宅医療機能に関する実態調査
〔調査協力：日本医師会総合政策研究機構 吉田澄人主任研究員、

野村真美研究員〕
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（１）「退院時ケアマネジメントに関する実態調査」の概要

調査目的

本研究は、居宅介護支援事業所、介護支援専門員及び介護支援専門員が有す
る退院事例を対象とした調査により、
①居宅介護支援事業所の運営状況、
②介護支援専門員の退院患者の受け入れ状況、
③退院時ケアマネジメント1 の実施状況
を明らかにし、今後の退院支援の強化策の検討に向けた基礎データとするこ
とを目的とする。

調査方法 郵送法によるアンケート調査

調査時期 2011（平成23）年１０月～１１月

調査対象
2011年10月1日現在、静岡県内で居宅介護支援事業を行っている971事業
所、同事業所に所属する介護支援専門員2,394名、各介護支援専門員が有す
る直近の退院1事例を調査対象とした。

結果報告
平成24年９月１日付にて、静岡県医師会報および静岡県医師会ホームページ
にて調査結果の公表をおこなうとともに、回答のあった居宅介護支援事業所
宛てに報告書を郵送した。
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本研究で見えてきた課題と対策（その１）

◆テーマ① : 急性期病床との連携強化による円滑な退院支援の実現

本研究でわかった事実 課題と対策

○急性期病床から直接自宅に退院するケースが
全体の約7割を占めていた。

○急性期への入院原因疾患は[悪性腫瘍][肺炎][脳梗
塞][消化器疾患][心疾患]などが多かった。

○症状・病状やADLに関する情報は看護師から入手
している割合が高かった。

○退院前訪問指導の実施率は約1割と, 病院関係者に
よる自宅環境把握や生活動作の確認はほとんど行
われていなかった。

○急性期からの退院者の約3割に対し, 退院前CCが
開催されていなかった。

○退院前CCへは看護師の参加率は高いものの,[病院
リハ職]の参加率は半数程度であった。また,在宅
の[主治医][リハ職]の参加率は低位であった。

○ケアプランへのリハ／訪問看護導入に関する事前
相談率は約5割であった。

1. ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰから病院への情報提供の強化
・入院早期での情報提供の促進と退院支援計画への
反映
→情報提供書のFormatの検討が必要。

2.病院リハ職との連携強化
・廃用性機能低下に対する対応力の強化
・ADL等の予後のイメージの獲得
→退院前CCへの病院リハ職の参加依頼の強化と,
廃用性機能低下リスク（ADL予後を含む）に対
する専門職の意見収集, 指導の強化。

3.病院看護師との連携強化
・肺炎,心疾患などのリスク管理方法（適切な連絡・
報告を含む）の強化

・症状等の予後のイメージの獲得
→観察項目, ポイントの整理, 医療職への緊急連絡
のトリガーの整理が必要。

4.病院の退院支援の質の向上への貢献
・退院後の状況の病院へのFeedbackの強化
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本研究で見えてきた課題と対策（その２）

本研究でわかった事実 課題と対策

○入院原因疾患で多かった[肺炎][心疾患]に関して
は, これら疾患の7-8割は担当していた要介護者
の入院であった。

○脳梗塞による入院患者の約4割は要介護者が発症
したケースであった。

○入院原因疾患としては, [肺炎][心疾患]などの廃用
症候群モデル（緩やかな機能低下）と脳卒中モデ
ル（急激な機能低下）の両方があった。

1. 在宅リハ職との連携強化
・廃用性機能低下に対する対応力の強化
・ADL等の予後のイメージの獲得
→在宅のリハ職との連携や協働の具体的方法の検
討と実践が必要。また,ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ票の標準化も重
要な検討課題（自宅環境下での生活行為向上を
支援する観点から）

2.訪問看護師との連携強化
・肺炎,心疾患,脳梗塞などのリスク管理方法（適切
な連絡・報告を含む）の強化

・症状等の予後のイメージの獲得
→観察項目, 観察ポイントの整理, 医療職への緊急
連絡のトリガーの整理が必要（観察の理由等に

関する簡単なマニュアル等の作成も必要）。

◆テーマ② : 退院患者に対する退院後のケアマネジメント力の強化
－症状等の悪化防止と生活行為向上支援の観点から－
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（２）「在宅医療機能に関する実態調査」の概要

調査目的

・診療所および病院における在宅医療の取り組みの現状と課題を把握し、
今後の本県の在宅医療のあり方を検討するための基礎資料とする。

・地域包括支援センターの活動状況や連携の実態からみた課題ならびに医療
との連携等を把握し、今後の本県の地域包括ケアにおけるかかりつけ医や
医療機関に求められる役割を明らかにするための基礎資料とする。

調査方法 診療所、病院、地域包括支援センター：何れも郵送法によるアンケート調査

調査時期 2012（平成24）年 2月～3月

調査対象

診療所 県下すべての診療所（2,267施設）

病 院 県下すべての病院（186施設）

地域包括支援センター 県下すべての地域包括支援センター（129施設）

結果報告
平成24年11月１日付にて、静岡県医師会報および静岡県医師会ホームページ
にて調査結果の公表をおこなうとともに、県下の地域包括支援センター宛てに
報告書を郵送した。
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ｰ本研究によって見えてきた課題と対策①ｰ

◇ 課題 本研究でわかった事実

○ 退院調整部門の設置率は、200床未満が
81.4％（配置人員体制：平均2.5人）、200
床以上が92.0%（同：平均7.9人）であった。

○ 200床未満では、紹介を受けた患者が自宅に
戻る場合に患者、家族の希望を優先するケー
スが58.5%、紹介を受けていない場合では
73.2％を占めていた。

○ 退院時カンファレンスについては、「ほとん
どのケースで開催」「必要に応じて開催」の
合計が200床以上が92.3％に対して、200
床未満が69.3％であった。さらに、200床未
満を退院調整部門の有無別にみると、ありで
は71.4％、なしでは33.％と体制の有無に
よって格差が見られた。

○ カンファレンス開催時、かかりつけ医への連
絡を「ほとんどのケースで連絡」「必要に応
じて連絡」の合計をみると、200床未満が
48.6%、200床以上が59.5％であった。

○ 退院支援の際の連携に病院との連携率が

比較的高率であり、在宅移行の困難さも

示されていた

◆在宅医療機能の現状と課題 －診療所、病院調査から

◇ 課題と対策

①患者が安心して円滑に在宅移行できる

退院支援体制の整備と強化のために

退院支援の体制、退院支援プロセスに関して

在宅の受け皿、連携に関する課題を抱える病院

も少なからず存在していた。病院と地域（かかり

つけ医や関係機関）が一体となって、退院支援

に取組み整備を進める必要がある。

（１）病院とかかりつけ医の在宅療養に関する価値
観についての共通認識を持つことが重要

（２）病院と地域の共通認識にもとづいた退院支援
システム（情報共有）の構築
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ｰ本研究によって見えてきた課題と対策②ｰ

◇ 課題－本研究でわかった事実

○在宅医療の実施率は、診療所が26.8%、
200床未満が25.6%、200床以上が
12.5%であった。

県下の在宅医療の中核を担う診療所
の在宅は、60歳以上が37.8％を占め
ている。

○在宅医療の引き受けについて、条件を
限定している割合が病院で81.3％、
診療所が62.3％であった

○在宅医療の後方支援である緊急一時入
院の実施は200床未満で約5割、200
床以上で6割であった。が、常時受入
れ可能な病院は9.6％、20.8％と限ら
れていた。

○レスパイト入院は、200床未満、以上
ともに約2割の実施にとどまっていた。

◆在宅医療機能の現状と課題 －診療所、病院調査から

◇ 対策

② 在宅医療の基盤整備のために

(１)長期的な課題として、将来に向けて、
在宅医療を担う医師を獲得、育成

医師会の主催する研修会等を通じて、
積極的に普及啓発を行っていくべきで
ある。

(２)地域のかかりつけ医が安心して在宅医
療が提供できるよう、在宅医療支援に
ついての基盤整備が必要で

緊急一時入院、レスパイト入院につ
いて、個々の病院単位での実施ではな
く、地域全体のニーズに即した基盤整
備を進めるべきである。
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４ ＩＣＴを活用した在宅医療連携ネット
ワークシステムの構築および運用

１９



■ＩＣＴを活用した全県域版在宅医療連携
ネットワークシステムの構築、運用について

（１）ＩＣＴを活用した
在宅患者医療情報共有化システムの開発・運用

（２） 退院準備・在宅ケア移行支援体制の整備

２０



１）在宅医療・在宅療養に取り組む医療機関、訪問看護ステー

ション、居宅介護支援事業所等の関係機関が、患者の最新

の医療情報を共有して、円滑な連携を図るための仕組み

『静岡県版在宅医療連携ネットワークシステム』を構築する。

２）システムの機能等を検証するため、郡市医師会単位にて

モデル事業を実施、平成25 年度末までに、概ね１０郡市

医師会において実証実験を実施する。

（１）ＩＣＴを活用した在宅患者医療情報共有化システム
「静岡県版在宅医療連携ネットワークシステム」の

開発および運用

２１



POINT① 簡単操作で患者の在宅医療・介護情報を提供

≫患者登録、在宅患者に関わる多職種の事業所メンバー登録（チームの作成）

≫チーム（多職種多事業所）への一括送信（宛先不要、誤送信の防止）

≫様式を問わない、汎用ファイル（現状利用するファイル）の提供

≫利用環境を広げ汎用性を高めるため、ＦＡＸの利用も可能（拡張利用機能）

POINT② 共有情報（汎用ファイル）をＷｅｂブラウザで参照

≫メンバーであれば宛先を問わずリアルタイムな参照

≫患者毎、情報提供の日別に、汎用ファイルを参照

≫当番医や緊急時の参照用（在宅患者基本情報）として時限付の参照権限を通知

在宅患者医療情報共有システム
『静岡県版在宅医療連携ネットワークシステム』

２２
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現状の運用（例）

 共有の必要な情報が、特定の職種
だけにしか提供されていない

 訪問先（患者宅など）で、初めて
知る情報もある

新システム利用後

 共有の必要な情報がシステムを通じて共有
できる

 主治医だけでなく患者を担当する施設が
相互に患者情報を一覧で確認できる

訪問看護
ステーション

職種間の情報
共有不足

主治医

病院

居宅介護支援
事業者など

調剤薬局

患者情報

調剤薬局

静岡県版在宅医療連携
ネットワークシステム

情報提供情報参照

一覧で情報を確認

主治医

病院 居宅介護支援
事業者など

情報参照

情報提供
患者情報

訪問看護
ステーション
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静岡県版在宅医療連携ネットワークシステム

ログイン機能

在宅患者情報共有システム

モバイル型情報参照・提供ツール

訪問看護記録作成ツール

ＦＡＸ連携

情報交流ツール
（グループウェア）

基
本
シ
ス
テ
ム

ポータル機能

拡
張
利
用
機
能

ＦＡＸを用いて、在宅患者情報共有システムを利用
できる機能

モバイル端末のブラウザソフトにおいて、在宅患者
情報共有システムを利用できる機能

iPadを用いて、訪問先にて訪問看護記録書Ⅱなど
を作成する機能

利用地区のメンバー間で情報交流（メール・掲示板等）
を行う機能

電子証明書を利用したSSLクライアント認証とユーザのID、
パスワードによる利用者の認証を行う機能

ログイン直後に表示されるメニュー画面
在宅患者情報共有システム、情報交流ツールを起動する機能

在宅チームメンバー間で在宅患者情報を共有する機能
PCのブラウザソフト上で利用するシステムで、在宅患者の
共有する情報は、SS-MIX標準化ストレージ及び拡張標準化
ストレージに格納
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インターネット

訪問看護ステーション

病院

診療所

静岡県医師会
郡市医師会

郡市医師会

郡市医師会
標準化に準拠し、拡張性も考慮した基盤を構築

インターネット

インターネット 居宅介護支援
事業所など

○在宅医療・介護の現場にＩＴネットワーク型の情報共有システムを構築
○地域医師会、在宅主治医、訪問看護師、ケアマネジャー他、多職種間の連携を促進

地域包括支援
センター
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モデル事業の進捗状況

施設種別

沼津 静岡市静岡 浜松 富士市
計

医師会 医師会 医師会 医師会

1 診療所 32 22 7 ７ 68施設

2 病院 6 1 1 0 8施設

3 訪問看護ステーション 10 10 2 ９ 31施設

4 居宅介護支援事業所 0 0 12 0 12施設

5 医師会事務局 1 1 0 0 2施設

計 49 ３４ 22 16 121施設

・現在、沼津・静岡市静岡・浜松・富士市各医師会の管内において、システムの利用を希望する
施設による、施設・ユーザー・使用機器の登録が完了、運用を開始した。

・また、志太・浜北・小笠各医師会においても、モデル事業実施へ向けての登録作業が進められ
ている。

・平成25年３月８日現在、登録施設および登録ユーザーの数は下表のとおり。

【登録施設数】
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モデル事業の進捗状況

職種別

沼津 静岡市静岡 浜松 富士市
計

医師会 医師会 医師会 医師会

1 医師 46 26 10 10 92名

2 看護師・准看護師 31 53 20 41 145名

3 ケアマネ・社会福祉士 3 0 37 0 40名

4 OT・PT 0 6 3 5 14名

5 管理栄養士・栄養士 0 0 1 0 １名

6 保健師・助産師 0 2 1 0 ３名

7 薬剤師 0 0 0 1 １名

8 事務職員 14 9 2 2 27名

9 その他 1 3 6 1 11名

計 95 99 80 16 334名

【登録ユーザー数】
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１）「退院時ケアマネジメント実態調査」の結果から判明した

①急性期病床との連携強化による円滑な退院支援の実現、

②退院患者に対する退院後のケアマネジメント力の強化、

の２つの課題について、具体的な改善策を検討するため、

「退院支援システム検討部会」の下に、病院の退院調整看護

師、ＭＳＷ、ケアマネジャー、在宅主治医、訪問看護師等、

関係者の参画によるワーキンググループを設置した。

２）ワーキンググループにおける検討結果を踏まえ、円滑な退

院支援の仕組みを構築するとともに、モデル地区を設けて、

関係機関の連携強化による、新たな、静岡県の退院支援体

制の整備に取り組む計画である。

（２） 退院準備・在宅ケア移行支援体制の整備
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氏 名 所属・役職

1 篠原 彰 静岡県医師会 副会長

2 磯部 俊一 静岡県医師会 理事

3 小林 利彦
浜松医科大学医学部附属病院 医療福祉支援センター 特任教授

浜松医師会 理事

4 川越 雅弘 国立社会保障・人口問題研究所 企画部第一室長

5 藤島百合子 浜松医師会 理事

6 中村 敬 静岡県医療ソーシャルワーカー協会 会長

7 矢野 裕基 静岡県医療ソーシャルワーカー協会 事務局長

8 村田 雄二 静岡県介護支援専門員協会 会長

9 戸田美也子 静岡県介護支援専門員協会 理事

10 市川 幸子 菊川市立総合病院 看護部長

11 永島 智香 静岡県立総合病院地域医療ネットワークセンター副看護師長

12 大塚みち子
静岡県看護協会常務理事

静岡県訪問看護ステーション協議会副会長

13 桜井 悦子 聖隷訪問看護ステーション千本 管理者

■ ワーキング・グルーフ 委員構成
（敬称略）
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５ 在宅医療に関わる関係機関の連携
体制の構築および人材育成
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■ 在宅医療に関わる関係機関の連携体制の構築
および人材育成（本部・支部事業）

（１） 医師、看護師等および在宅療養に関わる専門職
を対象とした研修会等の実施

① スキルアップ研修会
② 先進的取り組み事例の検討会
③ 多職種連携推進のための交流会

（２） 静岡県訪問看護ステーション協議会の活動支援
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≪本部事業≫

平成23年度「セミナー」 平成２３年１２月３日（土） １５時～

１）講演「なぜ今、在宅医療なのか」

国立長寿医療研究センター総長 大島伸一 先生

２）講演「退院支援の進め方と地域連携」

日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授 篠田道子 先生

平成24年度「シンポジウム」 平成24年10月27日（土）15時～

1）講演「退院支援／退院時ケアマネジメントの現状と課題」

国立社会保障・人口問題研究所企画部第一室長 川越 雅弘 先生

2）シンポジウム「退院支援／退院時ケアマネジメントの質向上を目指して」

≪支部事業≫
・沼津医師会（東部支部）、静岡市静岡医師会（中部支部） 、浜松医師会（西部
支部）が事務局となって、県内の23の郡市医師会が企画・運営する各種研修会
および多職種交流会等の開催を全面的に支援している。

（１） 医師、看護師等および在宅療養に関わる専門職
を対象とした研修会等の実施

３２



平成23年12月4日付
中日新聞記事より34

平成23年12月4日付
静岡新聞記事より

平成２３年１２月３日開催
「第１回 記念セミナー」

※本部事業

３３



平成２４年１０月２７日開催
「平成２４年度シンポジウム」

※本部事業

テーマ
「退院支援／退院時ケアマネ
ジメントの質向上を目指して」

座長
静岡県医師会 篠原 彰副会長
助言者
国立社会保障・人口問題研究所
川越 雅弘 企画部第一室長

発表者
①菊川市立総合病院看護部長

市川幸子 氏
②静岡県MSW協会会長

中村 敬 氏
③静岡県ケアマネ協会理事

戸田美也子 氏
④静岡県訪問看護ステーション
協議会 櫻井悦子 氏
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（２） 静岡県訪問看護ステーション協議会の活動支援

● 平成23年度の静岡県在宅医療推進センター補助事業（210万円）
１）訪問看護ステーション情報の発信
①「24時間対応」「医療処置別の実施状況」「対象別の対応状況（小児・

難病・悪性新生物・精神）」の検索ページを構築
② 訪問看護ステーション情報提供冊子の作成、関係機関等への配布
※県内の、全ての居宅介護支援事業所（964）、地域包括支援センター（128）
市町保健センター（67）、郡市医師会、病院（地域連携室）、訪問看護ステー
ション等に配布（計 1500部）

２）医療機関等との連携推進を目的としたシンポジウムの開催
【第１回】 平成23年11月19日（土） 西部地区
【第２回】 平成23年12月 3日（土） 東部地区

３）訪問看護師のためのスキルアップ研修
【第１回】 平成24年2月18日（土）

● 平成24年度においても、県在宅医療推進センター補助事業として、
県訪問看護ステーション協議会の活動を支援（予算：240万円）
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６ 県民向け啓発活動の実施
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１）静岡新聞・SBSラジオとタイアップした啓発事業の実施

・SBSラジオ２時間番組を制作し、放送するとともに、放送日

前日発行の静岡新聞に番組概要を掲載（全県版・見開き2P）

①平成23年度テーマ「地域で支える認知症」

②平成24年度テーマ「住み慣れた自宅で最期を迎えるために」

２）公開講座の開催

・一般県民を対象として公開講座（講演会）を開催

①平成24年度テーマ・講師

「日本的な『看取り』～その準備、受容、意味～」

京都大学こころの未来研究センター カール・ベッカー教授

■県民向け啓発活動の実施について
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平成２５年１月２６日発行
「静岡新聞」 朝刊 全県版
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平成24年度「県民公開講座」

●日時 平成25年１月19日（土）
14時～15時30分

●会場 静岡県医師会館５階
「大ホール」

●演題
「日本的な『看取り』

－その準備、受容、意味－」

●講師
京都大学
こころの未来研究センター
教授 カール・ベッカー先生

県民、在宅療養に関わる関係者
約320名が聴講

平成２４年度「県民公開講座」
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ご清聴ありがとう
ございました。

※「静岡県在宅医療推進センター」からの発信情報等に
ついては、以下のURLからご確認ください。

http://www.shizuoka.med.or.jp/zaitaku-c/


