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医療･介護関係者 各位 

.大分市連合医師会  在宅医療部 代表      木下  昭生  

稙田南地域包括支援センター センター長 中村  海斗  

      稙田東地域包括支援センター センター長 髙山 智恵子 

 

令和３年度 稙田南・稙田東圏域合同域地域連携検討会の開催について（ご案内） 

 

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より在宅医療の推進

並びに地域包括支援センター業務にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、稙田南・稙田東地域包括支援センターと大分市連合医師会は、圏域の在宅医療・介護連携の現状を把

握し、課題の抽出とその解決策等を検討するため、毎年、医療・介護関係者等が参画する地域連携検討会を共

同で開催しており、本年度も下記のとおり開催いたします。 

つきましては、圏域内の皆様の相互理解とネットワークづくりの機会としてご活用いただければと考えてお

りますので、ご多用中とは存じますが、多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。 

本年度も、新型コロナウイルス感染防止のため、Zoom によるオンラインでの検討会といたします。 

事前に Zoom 接続テストを行いますので、初めて参加される方や同じ事業所内から複数台参加される方は、オ

ンライン環境確認のため、事前の接続テストにご協力をお願いします。検討会開催及びオンライン開催に関し

てご不明な点等がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。 

なお、参加のお申し込みは、別紙にご記入の上、8 月 10 日（火）までに FAX にてご返信をお願いいたします。 

別紙参加申込書は、グループワークに向けて圏域の皆様にご意見をいただきたいと考え、アンケート調査票も

兼ねておりますので、当日、参加できない方も是非、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日 時  令和３年８月２０日（金） １８：４５～２０：１５       

         ※グループワーク開始時間は１８：５５～の予定です。 

２ 対 象  医師、歯科医師、薬剤師、看護師、相談員、ケアマネジャー、栄養士、歯科衛生士、 

.リハビリスタッフ、ホームヘルパー、その他医療機関・介護事業所関係者等 

３ 参加要件  マイク･カメラ機能がある通信機器(PC、スマートフォン、タブレット）が必要です。 

         ※同じ事務所から複数名が参加する場合は、ヘッドセットの使用をお勧めします。 

４ 内 容  グループワーク「お互いを理解するための本音トーク ～患者・利用者のために～」 

詳細は同封のチラシをご覧ください。 

 ５ 稙田南・稙田東圏域 

 

 

 

 

グランビュー光吉 小原団地 大字下宗方（八幡田） 大字田尻の一部(森津、下田尻地区)

天領ハイツ ふじが丘北区・東区 ふじが丘西区（５０１～５１７番地）

大字光吉（光吉） 光吉新町 光吉台

大字岡川 大字上判田（石川） 田尻グリーンハイツ北・中央・西・東区 田尻南１・２丁目

大字高瀬（岡、高城、仲村） ふじが丘西区（５０１～５１７番地除く）

大字田尻の一部(井ﾉ本、中園、下田尻地区) ふじが丘南区・山手区

敷戸台 敷戸北・西・東・南町 星和台 芳河原 芳河原台
大字旦野原（芳河原）

大園団地 大字鴛野（鴛野、敷戸） 坂詰団地 サンシャインしきど 敷戸駅北町
敷戸新町 大字寒田（鴛野、敷戸） 寒田田園町 高江ハイツ 旦野原ハイツ西・東区
大字旦野原（大分大学・敷戸） 東木団地 花の木坂 大字宮崎（鴛野）

美し野１～２丁目 大字鴛野（旦野原） サントピア西寒多 サントピア藤美園 大字寒田（寒田、旦野原）

寒田御苑 寒田ささむた苑 寒田南町 大字旦野原（旦野原） 光吉御苑

稙田南
稙田南中学校区
（寒田小校区除く）

東稙田小

田尻小

稙田東
稙田東中学校区
（寒田小校区含

む）

敷戸小

鴛野小

寒田小
※スカイタウン寒田、寒田北町、大字寒田（小原）、寒田西町、寒田わかば台　→　稙田南中校区

※大字光吉（小原）、大字宮崎（小原、宮崎）、宮崎台　→　稙田南中校区

【お問い合わせ先】大分市連合医師会 在宅医療部 

大分市在宅医療・介護連携支援センター 担当：出納(すいどう)、岩本 

TEL：０９７－５２９－７８５１ FAX：０９７－５２９－７８７２ 

 



参加の方：２～５にご記入ください。  欠席の方：２の職種欄と５にご記入ください。 

稙田南・稙田東圏域 合同地域連携検討会 

参加申込書兼アンケート調査票 

１ 検討会に（ 参加 ・ 欠席 ）します。 

 

２ 参加者（参加申込は、端末ごとにお願いします。（参加申込書のコピー可） 
※参加申込書は大分市在宅医療・介護連携支援センターのホームページからもダウンロードできます。 
 （トップページお知らせ欄 → 稙田南・稙田東圏域合同連携検討会の案内文をクリック） 

 氏    名（ふりがな） 職種 

端末１ 

（PC・スマホ・タブレット） 

  

  

端末２ 

（PC・スマホ・タブレット） 

  

  

※ 初めて参加される方や、1 台に複数名で参加される場合は事前に Zoom テストの参加をお願いします。 
（マイク音声に不具合が生じるケースが何例か発生しております。） 

３ 所属事業所等 

名 称：                                                   

ＴＥＬ：                       ＦＡＸ：                     

メールアドレス：                                                           
※ 誤記等がないかご確認の上、アルファベットは、大文字と小文字が判別できるように記入してください。 

次の文字、数字、記号が入る場合は、矢印で下にカタカナを補記してください。     

        記入例      Ｏ     ０  １  ℓ   -   
                      ↓        ↓       ↓      ↓       ↓          ↓         
                      オー     ゼロ    イチ    エル     ハイフン   アンダーバー 

４ Zoom接続テスト  令和 3年 8月 18日（水） １３時３０分～１４時００分 
※ 確認がとれ次第終了となります。テストの日程が合わない場合は、当センターまでご相談ください。 

（     ） 希望する               （     ）希望しない 

５ 医療・介護連携を行うための要望や困りごと、円滑にするための工夫がありましたらご記入
ください。当日、参加できない方も是非ご記入ください。 
いただきましたご意見は検討会資料とさせていただき、職種は公開とさせていただきます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

大分市在宅医療・介護連携支援センター行き ＦＡＸ：０９７－５２９－７８７２  締切り 8/10(火) 

 

要望（理由もご記入ください）・困りごと（どうして欲しいのかまでご記入ください） 

 

 

 

工夫していること 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。（大分市連合医師会、稙田南地域包括支援センター） 

稙田東 



 地域連携検討会の参加方法及び参加者へのお願い  

  
１ 参加要件等 

 ・Zoomを使用するため、マイクとカメラ機能がある通信機器（PC・スマートフォン・タブレット） 

が必要です。（ヘッドセットの使用をお勧めします。） 

・検討会への参加は、事前に参加申込をされた方のみとなります。 

別紙参加申込書に必要事項を記入の上、令和３年 8月 10日（火）までに大分市在宅医療・介護連携支

援センター（以下、「当センター」）宛てにＦＡＸ送信してください。 

２ 参加当日まで 

（1） 事前対応 

検討会参加申込書に記載されたメールアドレスに「Zoom 接続テスト」と「Zoom検討会参加用」のミ

ーティング IDとパスコードを 8月 16日に送信いたします。 

※ 8月 17日に届いていない場合は、当センターまでご連絡ください。 

(2) ８月１８日（水） Zoom接続テスト(希望者のみ) 

・Zoom の接続トラブルを防止し、検討会を円滑に進めるために接続テストを行っています。接続テス

ト希望される方は、別紙参加申込書から申込みをお願いします。また、テストの日程が合わない場合

は、当センターまでご相談ください。 

   ・テスト操作手順 

接続テスト時間内に Zoom にアクセスし、事前に送信された「Zoom 接続テスト参加用」のミーティン

グ IDとパスコードを入力し参加してください。 

音声と映像、名前の入力等の確認を行います。確認がとれた方から終了となります。 

・同じ事務所から複数台参加する場合、ハウリングをおこしたり、インターネット接続が不安定にな

るケースが生じております。事前の確認にご協力ください。 

 

テスト時に不具合のあった場合には当日までに環境調整をお願いします。 

 
(3)８月２０日（金） 検討会当日の対応 

・参加者（申込者）は、必ず、名前の変更（フルネームで入力）をお願いします。 

・当日は、検討会開催の 30 分前からアクセスできますが、直前になりますと混雑が予想されます。ご

不安のある方は早めのアクセスをお願いします。 

・オンライン環境に不具合が生じ、検討会の途中で接続が途切れてしまうことがあります。再接続が

うまくいかない場合は、当センター（TEL：０９７－５２９－７８５１）までご連絡下さい。 

３ 検討会資料及びアンケート協力のお願い 

(1)検討会の資料 

検討会の次第、アンケート用紙等の資料は、事前にメール添付し送付いたします。 

ご自身で印刷等ご準備いただきますよう、お願いいたします。 

 

 (2)アンケート協力のお願い 

今後の参考にさせていただくため、事前メールにてアンケート用 Google ﾌｫｰﾑを添付いたします。 

ご回答への協力をお願いします。資料に添付されたアンケート用紙でご回答される方は、メールおよ

び FAXにて、当センター宛に送信いただきますよう、お願いいたします。 

４ Zoomの使い方 

当センターホームページのトップページにお知らせとして掲載しております。下記 QRコードからアク

セスできますので、操作手順等を確認されたい方は、参考にされてください。 

 

 

 

以上、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 



稙田南・稙田東圏域
合同地域連携検討会

地域包括支援センターと大分市連合医師会は、圏域の在宅医療・介護連携の現状を把握し、課題の抽出と
その解決策等を検討するため、 医療・介護関係者等が参画する「地域連携検討会」を共同で開催しています。

日時：令和３年8月20日（金）18:45～20:15
18:45～ 挨拶・グループワーク導入
18:55～ グループワーク

お互いを理解するための

本音トーク

～患者・利用者のために～
チームケアを行う多職種が連携する上での
困りごとや気づき、お願いしたいことなど

これまで遠慮してなかなか口に出せなかったことを話してみませんか？

Zoomにて
オンライン開催

➀検討会の開始時間に間に合わない！

途中、入室も可能です。連携を深めるために、全ての時間でなくても、多くの機関と
意見交換・情報共有したいと思っています。

介護保険や高齢者のみならず、包括圏域内における課題の共有と情報共有を目
指してます。多方面、多専門からの意見を頂きたいです。

稙田南地域包括支援センター
稙田東地域包括支援センター
大分市在宅医療介護連携支援センター
<大分市連合医師会 在宅医療部＞

〒870-0876
大分市大字荏隈字庄ノ原1790番地1
（大分郡市医師会内）
TEL:097-529-7851 FAX:097-529-7872
E-Mail：zaitaku@oitamd.com
https://www.oita-renkeishien.jp/index.html

よく頂く質問です。
ご参加お待ち
しています。

③オンライン開催に不安がある。

事前にZoomテストの日程を設けております。一度体験頂き、ネット環境や操作を
確認した上で、当日の検討会に参加できます。
Zoomテストの日程が合わない場合は個別対応いたしますので、ご連絡下さい。

※当日参加用のミーティングIDとパスコード、及び資料等は８月１６日にメール送信させていただきます。

②介護保険分野はあまり関わりがないからよくわからない・・・


