今後の
研修会
予定

１
月

2017年
1月28日（土）
14：30〜17：30

生活機能向上研修

15

食支援 Part【南部会場】

内 容：
「食べやすい食事環境について」

「食べられるお口づくり」
ところ：京都府医師会館 2階 211・212・213会議室

Vol.


1月28日（土）
14：00〜17：00

かかりつけ医認知症対応力向上研修会【西京医師会】

2017年1月15日

内 容：
「地域包括ケア～認知症ケアを中心に～」

ところ：ホテル京都エミナース

明治アニバーサリーホール

京都府医師会在宅医療・地域包括ケアサポートセンター



２
月

〒604-8585 京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町6番地 京都府医師会館 3階 tel.075-354-6079

2月 4日（土）
14：00〜17：00

かかりつけ医認知症対応力向上研修会【中京東部医師会・中京西部医師会】

内

容：
「住み慣れた地域で、

安心して暮らし続けるために
〜永源寺の地域まるごとケア〜」 他
ところ：和牛登録会館 2階大会議室

2月18日（土）
16：00〜19：00

かかりつけ医認知症対応力向上研修会【相楽医師会】

内 容：レビ−小体型認知症の総論
ところ：相楽会館 大ホール

認知症ケアパスについて

他


2月19日（日）
10：00〜13：00

在宅医療・地域包括ケアサポートセンター news は奇数月15日の発行です。

i Topix
●



第4回京都在宅医療塾Ⅰ〜探究編〜

内 容：神経難病（ALS）の緩和ケア
ところ：京都府医師会館 3階 310会議室

第３回京都在宅医療塾Ⅰ
〜探究編〜

◆京都在宅医療
戦略会議開催報告

北部会場（サンプラザ万助）で
開催しました !!

◆研修会開催報告
◆今後の研修会予定
のご案内

平成28年12月4日
（日）
、
梶原診療所在宅サポート
センター長・病棟医長、
オレンジほっとクリニック
所長 平原 佐斗司先生を講師に迎え、
医師32名、
多職種27名の方が参加し、
「 認知症と BPSD」と
「認知症の緩和ケア」の２つをテーマに、
それぞれ基礎講義、
ワークショップ
を行いました。

◆京都府栄養士会の食支援相談窓口のご紹介


2月25日（土）
14：30〜17：30

３
月

生活機能向上研修

排泄支援 Part【南部会場】

内 容：基礎講義・演習（残尿測定・おむつ）
・症例検討
ところ：京都府医師会館 5階 京都府医療トレーニングセンター


3月11日（土）
16：30〜19：30

認知症サポート医

フォローアップ研修【南部会場（京都市）】

fax.075-354-6074

「認知症の BPSD への対応」
平原 佐斗司先生

内 容：脳
 卒中後認知症とアルツハイマー病 地域における認知症の取り組み 他
ところ：京都府医師会館 3階 310会議室

詳細は京都医報又は京都府医師会ホームページにてお知らせいたします。

Information
京都府栄養士会
「栄養ケア・ステーション」に

食支援相談窓口

◆医療・介護関係者向け相談支援◆

在宅療養者・居宅要介護者への外来・訪問栄養食事指導（医療保険）
並びに管理栄養士による居宅療養管理指導（介護保険）に関する相談、
ニーズに応じて、管理栄養士の紹介や医療機関との雇用契約に関する
サポートを行います。

が 開設されました !!

☎ 075－642－7568

平日午前10時〜午後5時（土日祝を除く）
※水曜日には管理栄養士の専任相談員が常駐しています

診療報酬・介護報酬で質問があればお問い合わせください。
サポートセンターと保険医療課で連携し回答いたします。
お問い合せ、ご意見及びご感想は

京都府医師会在宅医療・地域包括ケアサポートセンター
〒604-8585 京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町6番地 京都府医師会館3階 tel.075-354-6079 fax.075-354-6074

基礎講義の様子

●受講者のご意見●
（参加者アンケートより抜粋）

● BPSD にこだわらず、トータルに認知症の経過を講義してい
ただいたこと。Dr. の専門科領域の話が聞け、多職種もおり、
色々な意見が聞けたこと。
（ 医師）
●在宅での認知症の方のケアについて経験が無かったので、参
加者の意見を聞かせてもらってよかった。
（ 看護師）
●実 際の例でグループワークすることで、実践的でわかり易
かった。
（ 看護師）

グループワークの様子

■ 第3回 京都在宅医療戦略会議を開催

■ 生活機能向上研修 排泄支援 Part をサンプラザ万助で開催しました。
平成28年11月26日（土）、サンプラザ万助（福知山市）にて、泌尿器科上田クリニック院長・上田 朋宏氏、NPO 法

在宅医療・介護連携推進事業の進捗状況について情報共有

人快適な排尿をめざす全国ネットの会理事・山口 昌子氏、同法人理事・田中 悦子氏、㈱はいせつ総合研究所むつき
庵・平田 亮子氏の4名を講師にお招きし、生活機能向上研修排泄支援 Part を開催致しました。医師9名、多職種19名

平成28年12月17日（土）、第3回京都在宅医療戦略会議を開

の方にご参加いただき、①基礎講義、②実習、③グループワーク ― と大変内容の充実した研修会となりました。

催し、22地区から26名の先生にご参加いただきました。
◆
会議では、地域における取組みについて、右京医師会在宅・
地域医療担当理事の伊藤 照明先生から、
「右京医師会における
在宅医療への取組みと現場の問題点」、船井医師会在宅医療担
当理事の神山 順先生より「船井医師会における医療介護を取

上田 朋宏先生

り巻く現状と医師会の取組み」と題して、それぞれご講演いた

山口 昌子氏

残尿測定の様子

おむつ再考

グループワーク

（左）田中 悦子氏
（右）平田 亮子氏

だきました。
そのうえで、
平成30年4月より市町村が地域支援事業として実
施を義務付けられている在宅医療・介護連携推進事業の進捗状

会議の様子

況について、
京都市
（対象：京都市内地区医師会）及び府医
（対象：
京都市以外の地区医師会）が実施した「在宅医療・介護連携に関

によって異なる－などを問題点としてあげ、今後、本人・家族と

する実態調査」の結果概要を報告し、
情報共有を行いました。

ともにアドバンスケアプランニング（ACP）に取り組むことを

また、京都府からは、11月30日に開催された京都府医療審議
会・地域医療構想策定部会において取りまとめられた「京都府

重視するとともに、
「できることは何か？」という視点で検討
を続けたいとの考えを述べられました。

地域包括ケア構想（地域医療ビジョン）中間案」の概要につい
て説明がありました。同中間案については、12月19日からパブ
リックコメントの募集を開始し、2月の京都府医療審議会にお



船井医師会における医療介護を取り巻く現状と
医師会の取り組みについて
神山先生からは、これまでの

括ケア構想（地域医療ビジョン）」として策定される予定です。

当地区における在宅医療推進
に向けた取組を紹介いただき

右京医師会における在宅医療への取組と
現場の問題点について

ました。とりわけ、京都府の新
在宅医療連携拠点事業につい

て自宅死亡全体の71％が検死、

て、平成28年度の取組として新

25％が独居の検死であると解

たに在宅医療介護相談窓口の

在宅医療の手厚さを反映する

船井医師会

神山 順先生

設置と市民公開講座を開催し
たことと併せて、平成27年度か

ものではなく、警察が関与する

ら開催している医療連携実務者会議、在宅医療連携拠点事業講

検死を考慮する必要があると

演会及び多職種連携会議の内容等をそれぞれご報告いただき

指摘し、右京区においてモデル

ました。

的に取り組まれている在宅医

また、今後の取組として、▽船井医師会在宅医療推進委員会

療・介護連携推進事業の内容を

の設置（在宅医療に関わる医師と医師会役員の ML 構築、在宅

紹介されました。伊藤先生は、事業を通して▽紙ベースでの情

医療推進に向けた問題点の抽出）▽医療資源提供体制の確保

報共有の困難さ▽在宅医療提供可能な医療機関リスト作りの

（資源マップの作成、在宅医・訪看 ST の誘致）▽市民啓発－を

右京医師会

伊藤 照明先生

困難さ▽超高齢社会、特に終末期における医療の考え方が医師

●色々な職種の人が様々な意見を表出して、非常に勉強になっ
た。又、ワークショップは非常に面白かった。
（ 医師）
●残尿量が、ベットサイドで客観的に測定出来る事がわかった。
（医師）
●グループワークで自分の思いつかない考えていないことが聞
けて良かった。オムツの実技は、体験することがないのでいい

経験になりました。
（ 介護職）
●オムツの付け方ひとつで、姿勢が変化し、動きを妨げているこ
とがわかりました。また、認知症の方など「トイレに行きたい」
と数分おきに言われる方など簡単に残尿チェックもできるこ
とがわかり本当に行きたいのか、その他に問題があるのかな
ど検討する事も可能な事が分かりました。
（ 作業療法士）

基金事業でもある地区医師会

伊 藤 先 生 は、右 京 区 に お い

説された上で、自宅死の割合が

●受講者のご意見●
（参加者アンケートより抜粋）

ける最終案の審議、京都府議会への報告を経て、
「 京都府地域包



基礎講義の様子

事業展開していきたいとの計画をご紹介いただきました。

● 平成29年2月12日
（日）府民公開講座 開催します !

に
患者さん
ださい！
ご案内く

【会場】
京都府医師会館 3階［310会議室］
【対象】
京都府にお住まいの方

【募集人数】
300名（先着順）事前申込制
（FAX 申し込み及びメール申し込み）
【申込期日】
平成29年1月31日（火）
【申し込み方法】
下記必要事項をご記入のうえ
① FAX（075-256-3717）または
②メール（kodama@beedream.co.jp）へ
必要事項：件名「京都府医師会 府民公開
講座：参加申込」
①氏名 参加人数
②住所
③緊急連絡用電話番号
（任意）
④メールアドレス

