
（別紙２） 

令 和 元 年 度 圏 域 活 動 状 況 報 告 等 

圏 域 名 駿東田方 

活動状況・成果 

1. 研修事業 

(1) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの活用に係る多職種連携 

駿東田方圏域における医療職及び介護職等の多職種連携強化及び地域 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進を目的とした研修会の開催 

【中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ】 

日 時：令和 2年 1月 19日(日)13:00～16：20 

テーマ：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの視点を導入したｹｱﾌﾟﾗﾝ作成ﾓﾃﾞﾙ 2 

～ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰを中心とした多職種協働を考える～ 

講 師：高木優志氏(ﾌｼﾞ虎ノ門整形外科病院 理学療法士) 

     田畑麻里氏(伊豆の国市長岡地域包括支援ｾﾝﾀｰ 看護師) 

     鈴木里美氏(ふれあい居宅介護支援事業所 介護支援専門員） 

     加納 彰氏(農協共済中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 作業療法士） 

場 所：ﾌﾟﾗｻｳﾞｪﾙﾃﾞ 301・302 会議室 

参加者：67 名＋運営ｽﾀｯﾌ 16名 合計 83名 

参加職種 ：介護支援専門員・理学療法士・作業療法士 ほか 

(2) 介護ｻｰﾋﾞｽにおけるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの視点導入促進 

駿東田方圏域における介護職向けのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの視点導入促進を目的 

とした研修会の開催 

【NTT東日本伊豆病院】 

日 時：令和元年 12月 6日(金)19：00～20：10 

テーマ：SPDCA ｻｲｸﾙで考える訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

～ﾍﾞｯﾄﾞからﾄﾞｰﾅﾂ屋さんまでの軌跡～ 

講 師：藤浪裕丈氏(NTT東日本伊豆病院 理学療法士) 

場 所：NTT 東日本伊豆病院 1階多目的ﾎｰﾙ 

参加者：84 名＋運営ｽﾀｯﾌ 5名 合計 89名 

参加職種 ：介護支援専門員・理学療法士・介護福祉士 ほか 

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院】 

日 時：令和元年 12月 11日(水)14：00～15：30 

テーマ：装具難民について考える 

講 師：藤原 潤氏(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院 理学療法士) 

尾田健太氏(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院 理学療法士) 

磯部尚志氏(訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ桜づつみ 理学療法士) 

場 所：函南町文化ｾﾝﾀｰ 

参加者：30 名＋運営スタッフなし 合計 30名 

参加職種 ：介護支援専門員・支援員・機能訓練指導員 ほか 

 



(3)ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの視点を導入したｹｱﾌﾟﾗﾝ作成ﾓﾃﾞﾙ 

駿東田方圏域内の市町村又は地域包括支援ｾﾝﾀｰと協働し、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

専門職によるｹｱﾌﾟﾗﾝ作成支援 

【フジ虎ノ門整形外科病院・沼津市立病院】 

第 1回：令和元年 9月 27日(金) 

     フジ虎ノ門整形外科病院：ｻﾏﾘｰｱﾝｹｰﾄの内容について会議 

第 2回：令和元年 10月 31日(木) 

     フジ虎ノ門整形外科病院：ｻﾏﾘｰｱﾝｹｰﾄの作成及び内容の検討 

第 3回：令和元年 11月 18日(月) 

     フジ虎ノ門整形外科病院：ｻﾏﾘｰｱﾝｹｰﾄ発送作業 

第 4回：令和 2年 1月 9日～15日 

     フジ虎ノ門整形外科病院：ｻﾏﾘｰｱﾝｹｰﾄ内容の検討及び発表資料作成 

【中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ】 

≪打ち合わせ・事例決定≫ 

・伊豆の国市長岡地域包括支援ｾﾝﾀｰ 計 2回 

令和元年 7月 12日(金)・令和元年 7月 26日(金) 

・伊豆市社会福祉協議会ふれあい居宅介護支援事業所 計 2回 

令和元年 7月 11日(木)・令和元年 8月 9日(金)  

≪初回アセスメント≫ 

・伊豆の国市長岡地域包括支援ｾﾝﾀｰ 計 2回 

令和元年 9月 2日(月)・令和元年 9月 9日(月) 

・伊豆市社会福祉協議会ふれあい居宅介護支援事業所 計 5回 

令和元年 8月 26日(月)・令和元年 8月 29日(木)・令和元年 9月 5日(木) 

 令和元年 9月 27日(金)・令和元年 9月 30日(月) 

≪中間評価≫ 

・伊豆の国市長岡地域包括支援ｾﾝﾀｰ 計 3回 

令和元年 9月 27日(金)・令和元年 10月 31日(木)・令和元年 11月 15日（金） 

・伊豆市社会福祉協議会ふれあい居宅介護支援事業所 計 3回 

令和元年 10月 28日(月)・令和元年 11月 1日(木)・令和元年 11月 18日(月) 

≪最終評価≫ 

・伊豆の国市長岡地域包括支援ｾﾝﾀｰ 計 2回 

令和元年 11 月 25日(月)・令和元年 12月 12日(木) 

・伊豆市社会福祉協議会ふれあい居宅介護支援事業所 計 3回 

令和元年 12月 9日(月)・令和元年 12月 19日(木)・令和元年 12月 26日(木)  

≪発表打ち合わせ≫ 

・伊豆の国市長岡地域包括支援ｾﾝﾀｰ 計 2回 

令和 2年 1月 9日(木)・令和 2年 1月 16日(木) 

・伊豆市社会福祉協議会ふれあい居宅介護支援事業所 計 2回 

令和 2年 1月 9日(木)・令和 2年 1月 14日(火) 

  



(4)障害者や児童など高齢者以外の分野に関するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの推進 

駿東田方圏域における障害者や児童など高齢者以外の分野に関する 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに係る研修会の開催 

【フジ虎ノ門整形外科病院・沼津市立病院】 

日 時：令和元年 12月 11日(水)14：00～16：00  

テーマ：高次脳機能障害について 

～事例を通して地域連携、在宅生活支援を考える～ 

講 師：秋山尚也氏(浜松市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 作業療法士) 

    梶村美由紀氏(浜松市障害者相談支援事業所 相談員) 

場 所：御殿場市市民交流ｾﾝﾀｰ ふじざくら 2F大広間 

参加者：69 名＋運営ｽﾀｯﾌ 4名 合計 73名 

参加職種 ：介護支援専門員・介護福祉士・理学療法士 ほか 

【フジ虎ノ門整形外科病院・沼津市立病院】※開催予定 

日 時：令和 2年 2月 27日(木)14：00～16：00 

テーマ：障害児通所支援や学童保育、学校における発達支援について 

講 師：伊藤信寿氏(聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 作業療法学科教授) 

場 所：ﾌﾟﾗｻｳﾞｪﾙﾃﾞ 407会議室  

 

2.地域の関係機関からなる連絡協議会の設置・運営 

(1)駿東・田方地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ強化推進事業連絡協議会 

日 時：令和元年 7月 31日(水)14：30～16：30 

場 所：ﾌﾟﾗｻｳﾞｪﾙﾃﾞ 401会議室 

参加者：12 団体(圏域内の歯科医師会・社会福祉士会・理学療法士会 

ほか)29名 

・会議内容 

静岡県地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進事業について 

平成 30年度事業実施報告について 

令和元年度事業計画について 

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの動向について 

(各団体における地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの取組と課題) 

・講演 

テーマ：地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ医・地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進員の概要について 

講 師：加納 彰氏(社会福祉法人 農協共済中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

地域リハ支援課 課長)  

(2)駿東・田方地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ強化推進事業実務者連絡会 

内 容：全 4回実施予定（事業の進捗状況の協議・確認） 

参加者：圏域内 5病院、東部・御殿場健康福祉ｾﾝﾀｰ担当者 

場 所：静岡県東部総合庁舎 



課題・問題点 

(1)実質活動期間が短いこと 

出来るだけ早期に契約し、契約後直ちに活動できるようにご配慮いた 

だきたい 

(2)予算不足 

内容の濃い活動を志向すればするほど予算を超過し持ち出し分が増え 

てしまう 

(3)支援ｾﾝﾀｰの協力状況の格差 

(4)研修会などのｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞの困難さ 

  実質的活動期間が短いこともあり、ｲﾍﾞﾝﾄ日程が重複してしまうことが 

ある 

(5)ｲﾍﾞﾝﾄ会場が限定的 

  ｲﾍﾞﾝﾄ実施地域を分散させ、より多くの方に参加していただこうとし 

ても、会場規模や使用料などで制約がある 

(6)その他 

 

来年度の 

事業実施予定 

（考え方等） 

(1)地域リハ推進員派遣窓口業務の運営 

(2)「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの視点を導入したｹｱﾌﾟﾗﾝ作成ﾓﾃﾞﾙ」は、実施方法を再検 

  討し継続したい(より広域的な取り組みとして各支援ｾﾝﾀｰや地域ﾘﾊ推 

進員の活動に移行したい) 

(3)リハ専門職が配置されていない介護事業所などへﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝのﾉｳﾊｳを 

提供する事業の実施も検討したい 

(4)住宅改修や福祉用具の適正化のために取り組みを検討したい 

(5)その他 

 

 


