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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４年度 稙田南・稙田東圏域合同地域連携検討会の開催について（ご案内） 

 

大暑の候、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・介護

連携推進事業  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、課題の抽出とその対応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も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、多くの専門職種の方々のご参加をお願い申し上げます。 

なお、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。 

参加を希望される方は、別紙に接続テストご参加の有無と併せてご記入の上、８月９日（火）までにＦ

ＡＸにてお申込みください。Ｚｏｏｍの接続テストと検討会ご参加に必要な ミーティングＩＤと パスコードは、

８月２５日（木）に、メールにてお知らせいたします。 

ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 

 

記 

 

１ 日 時  令和４年８月３１日（水） １９：００～２０：３０       

         ※グループワーク開始時間は１９：３０～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  ①講話：「人生会議～みんな違ってみんないい～」 

              講師 ハートクリニック 院長  小野 隆宏 先生 

②グループワーク：「多職種間のズレを乗り越えるために 

～ACP（人生会議）を通じて考える～」 

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 

 



 

稙田南・稙田東圏域 合同地域連携検討会 

参加申込書 

 

１ 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 

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） 

 氏名 （ふりがな） 職種 
Zoom 

接続テスト 

端末１ 
（PC・スマホ・タブレット） 

 
  

参加 ・ 不参加 
 端末 1 にてご一緒に参加

される方はご記入ください 
 

  

 端末１ 
（PC・スマホ・タブレット） 

 
  

参加 ・ 不参加 
端末2にてご一緒に参加さ

れる方はご記入ください  
   

 

 

 

３ ACP(人生会議)への取り組みについてお聞きします。該当するものに〇印（複数名でお申込
みの場合は人数）をご記入ください。 

    ※講話の内容に反映させていただきますので、回答へのご協力をよろしくお願いいたします。 
     （所属事業所名、参加者氏名の公表はいたしません。） 

 回答欄 

１ ACPについて知らない。  

２ ACPは聞いたことがあるが、よく知らない。  

３ ACPは知っているが、実践はしていない（できていない）。  

４ ACPは知っており、実践している。  

 

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 8/9(火) 

 

ご協力ありがとうございました。 

（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、大分市連合医師会） 

稙田東 

※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） 

※初めて参加される方や、1 台で複数名参加される方は事前に Zoom テストへ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。） 

 Zoom接続テスト  令和 4年８月 29日（月） １2時 0０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。 

参加者計    名 

端 末 計    台 



テーマ
Zoomにて
オンライン開催

昨年度の検討会には、以下の事業所等から57名の方にご参加いただきました。
いただいたご意見等の一部を裏面にて紹介していますのでご覧ください。

※当日参加用のミーティングIDとパスコード、資料等は、８月２５日にメール送信させていただきます。

ハートクリニック / みやむらレディースクリニック / アルメイダ病院 / 松山医院大分腎臓内科 / たかはし泌尿器科/
賀来歯科医院/ 下川薬局光吉店 / たかはし訪問看護ステーション / アルメイダ訪問看護ステーション
ケアプラン相談室クローバー / 介護保険独立支援センター丸永樹 / たかはし介護保険支援センター / 
介護保険支援センターアルメイダ / そうだ藤の森介護保険相談センター / 居宅介護支援事業所スマイルゆい /
大分ケアプランエージェント / デイケアしんけん / ヘルパーステーション天領ガーデン /
たかはし訪問開度ステーション / デイサービスセンターたかはし / デイサービスセンターふうせんかずら /
有料老人ホームレインボーたかはし / サービス付き高齢者向け住宅みつよし優心館 / 小規模多機能はなみずき /
大分市西部保健福祉センター / 大分市長寿福祉課

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＞

＜お問い合わせ先＞
大分市在宅医療・介護連携支援センター
〒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

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、これまで圏域の医療・介護の連携をより一層進めるため、
皆様の相互理解を深めるとともに、ネットワークづくりの場となればと考え、この検討会を開催しております。

日時：令和４年８月３１日（水）19:00～20:30

19:05～19:30 講話 「人生会議～みんな違ってみんないい～」

講師：ハートクリニック 院長 小野 隆宏 先生
19:30～20:15 グループワーク

（参考）

検討会の参加者からは、職種間、特に医療職と介護職との間で、担当する患者・利用者についての理解

や対応、ゴールも違うと感じるといった意見をよく伺います。昨年度も同様の意見が寄せられました。

職種によって知識や役割、経験も異なる、患者・利用者は家族やケアスタッフによってそれぞれ異なる顔を

見せる、その顔も変わっていくことも少なくない。そうしたことをついつい忘れてしまう。言い方やタイミングを間違

うとお互い気まずくなるのではと心配して、あるいは、どうせ無駄だと決めつけて伝えることをしなくなる・・・そんな

ことはありませんか？そうしたズレを乗り越えるため、みんなで話し合えたらと思います。

多職種間のズレを乗り越えるために
～ACP（人生会議）を通じて考える～



参加者からいただいたご意見です。
多職種連携のご参考になれば幸いです。

２ アンケートより

医療職からのお願い（介護職からこんな情報を伝えてほしい）

・基本情報に加えて、その方にとってのデイサービス利用の意味や価値。(医師)
・事前に詳しく状況が分かれば的確に診断でき、患者さんへの負担も少なくていいと思う。（医師）
・経済的なものが分からず治療を拒否されることがあるため、知りたい。（歯科医師）
・歯周病では糖尿病の値が大事になるなど、全身疾患との兼ね合いもあるので医科の情報。（歯科医師）
・自宅で過ごすので食事状況や排便、服薬状況が気になります。（訪問看護師）
・緊急入院、転院もあるため施設入所者やデイケア利用者の食事状況、嗜好、禁止食品、嚥下状況(食形態)。（栄養士）

介護職からのお願い（医療職からこんな情報を伝えてほしい）

・看護添書を退院日に頂くことが多いが、それをもとにプラン等を立てられるので事前に頂けると助かる。（CM）

・動画があると非常に助かる。書面で情報を頂いても、実際に目で見てみないと、どの程度の動作確認をしたら良いかなど、調整する
サービスが変わってくるので、動画はありがたい。（CM）

コロナ禍で困ったこと

・コロナ対策で新規入所者の状態が直接会って確認できない。医療側に動画の提供等を求めても断られ、受入れするにあたっての情
報が書類でしか分からないのが一番困っていること。（施設）
・コロナ禍でリハビリに関連することもストップしている。また、心も体もフレイルが進行している状態。 （医師）

・抗原検査陰性であれば同行可能であったり、県外からのご家族の来院は一切できない病院もあり、病院や施設によって対応がまちま
ちであることも、連携の難しさの一つとなっている。（包括）

知識不足、ツール、医師への接し方、医師とケアマネの考え方の違い

・介護職のみの施設なので医療についての知識（病名、処置、薬等）がなく苦労することが多い。（施設）
・サービス事業所の数が増えるほど、電話やFAXでは情報のやりとりがおいつかない。（CM）
・かかりつけ医から専門医につないでほしい時、どのように医師に接すればいいのか。（CM）

・医療と介護のゴールが違ってきている、ずれているところがあると感じている。医療は医師の指示の下に行われ、介護はケアマネになる
が、その医師とケアマネの情報共有や意思疎通がうまくいっていないのではないかと感じている。（デイケア）

令和3年度 検討会テーマ 「 お互いを理解するための本音トーク～患者・利用者の為に～ 」

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＞

１ グループワークより

今年度はこの部分を掘り下げます。
グループワークにて、ご意見を発信してみませんか？

情報の共有の手段、組織、タイミングなど

・Eメールで写真や図を送ると周知しやすい。（CM）
・ソーシャルワーカーが対応の病院との連携はスムーズ。‶介護の窓口“がない病院との連携は難しい。（看護師、CM）
・今日退院の連絡がまだある。コロナ禍で事前に会えず仕方ないが、もう少し余裕をもって連絡して欲しい。（SW）
・医師との連携で受診同行は半日取られてしまうこともあり大変です。医療連絡(連携)票などをこの検討会で考え、圏域内だけでも
FAXや書面で連絡できる方法を考えて欲しい。またはケアマネだけ医師に会いに行ける時間を教えてもらい相談に行くなどのシステム作
りをして欲しい。［保健師］

・いつも本人をみている施設の方のアセスメントを細かくケアマネに伝えていただけると嬉しい。リハビリ専門職や看護師が専門職の視点で
気付いたこと等モニタリング時に伝えてもらえるとケアプランの充実につながると思う。（CM）

コミュニケーションがとりづらい

・意見を言いづらい相談がある時に介護士の立場からの発言は敷居が高い時があります。（介護福祉士）
・医師の意見に反論するのは勇気がいる。（SW）
・コロナ禍で直接面談できず電話等でのやりとりでは真意が伝わりにくい。（CM）

連携の効果、うまく行ったことなど

・困難事例対応時にチームで動いていく事で、一人で抱え込まなくてよい。（CM）
・多職種連携により、多方向から対象者をとらえる事ができるため、より良いケア等につながって良い。（看護師）
・退院前カンファレンスに介護サービス事業所も参加し、医療職から状況説明して頂くことで退院後の支援がスムーズに行えた。（SW）
・主治医との距離も以前に比べ近くなった。カンファレンス等に医師が参加し即座に答えてもらえた。（CM）
・医療ソーシャルワーカーを通して病院、医師と連携がとりやすくなりました。（CM）


