平成29年度 研修会予定のご案内
詳細・お申込方法につきましては、ちらし、京都医報（巻末サポー
トセンター通信）、ホームページの専用申し込みフォームにてご
案内いたします。

京都

在宅医療

京都在宅医療塾Ⅰ〜探究編〜
対象：医師・看護師
ところ：京都府医師会館3階 310会議室

検索

第2回

総合診療力向上講座
対象：医

※北 部会場・南部会場はテレビ会議システ
ムを利用した中継会場となります。

第3回

第4回

【と
【講

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

特定研究員

き】12月10日（日）10：00〜13：00
師】兵庫県立姫路循環器病センター
循環器内科医長・救急科医長

fax.075-354-6097

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。

Main menu

き】平成30年2月4日（日）10：00〜13：00
師】洛和会音羽病院 総合内科部長 兼 感染症科部長

神谷 亨氏

◆ 第1回総合診療力向上講座開催報告
（P.2）

◆ 第2回京都在宅医療戦略会議 開催報告
（P.2）

◆ 7/19・8/10京都在宅医療塾Ⅱ 開催報告
（P.3）

◆ かかりつけ医認知症対応力向上研修 北部会場
（北丹）開催報告
（P.3）

◆ 主治医研修 北部会場 開催報告
（P.3）

◆ 研修会予定一覧
（P.4）

  ◆ 府民公開講座の案内
（P.4）

■ 第1回京都在宅医療塾Ⅰ〜探究編〜 開催報告
8月20日（日）、東京ふれあい医療生活協同組合 梶原診療所
長、オレンジほっとリニック

●専門●「内科学、感染症学」

在宅総合ケアセンター長・病棟医

所長・平原 佐斗司氏を講師に「在宅における包括的呼吸リハビリ

テーション」と題した研修会を開催し、医師54名、看護師71名の方が参加されました。受講者から

京都在宅医療塾Ⅱ
〜実践編〜

池田 裕美枝氏

●著書●「あなたも名医 ! プライマリケア現場での女性診療
ー押さえておきたい33のポイント」など

対象：医 師
ところ：京都府医師会館3階 310会議室

は、ディスカッションを通じ、学びの深い研修会となったとのご意見を多くいただきました。
講義と実習で
即実践！を目指
します。

平原先生からの事例提示の後、
活発なグループワークが行われました。

在宅におけるがん終末期におこる様々な
症状への対応について

排泄支援 Part

〜腹水・喘鳴など事例も含めて〜

対象：医師、看護師、医療介護福祉関係職種など
【と き】11月25日（土）14:30〜17:30
【ところ】京都府医師会館2階 211・212・213会議室

排泄支援について
多職種で学びます。

【と

き】9月20日（水）14：30〜16：30

かかりつけ医認知症対応力向上研修
集合研修（座学のみ）

平成29年度 京都府医師会 府民公開講座 開催します！

ひとのいのちも自然のなかのもの

シリーズ

・今回のケースでも口腔の問題があったが、
歯科医との連携も視野に入れておく必要があるのでは？

北部会場

【と き】11月18日（土）14：00〜17：30
【ところ】和牛登録会館（中京区）

在宅医療に関係する質問があればお問い合せください。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

・栄養についての説明が有用であった。

参加できなかった人のための

南部会場

・呼吸リハビリについて基礎知識が得られて良かったです。

研修会、
ここが学べた！

【と き】9月30日（土）14：00〜17：30
【ところ】サンプラザ万助（福知山市）

自称「四万十市のゲリラ医者」
として、
「神経難病、こころの
ケア、かかりつけ医」として奮
闘努力中の小笠原先生と「い
のち」について考えてみませ
んか。

第1回京都在宅医療塾Ⅰ〜探究編〜 受講後アンケートより抜粋
■ 医師からのご意見

対象：医師、医療関係職種並びに介護職員等

━ 四万十川のほとりの診療所の物語 ━

き】11月23日（木・祝）
13：30〜15：30
【ところ】京都府医師会館3階
310会議室
【講 師】医療法人
（とき）の会 大野内科
鬨
     院長 小笠原 望氏

飯島 治氏

テーマ調整中

【と き】平成30年1月13日（土）14：30〜16：30
【ところ】本 会 場：京都府医師会館3階 310会議室
北部会場：サンプラザ万助（福知山市）
南部会場：けいはんなプラザ（相楽郡）
【講 師】京都大学医学部附属病院 婦人科学・産科学

【と

院長

2017年9月15日

第4回

救急総合診療科

テーマ調整中

生活機能向上研修

師】亀戸大島クリニック

大石 醒悟氏

上田 剛士氏

ヘルスケア研究室

【講

【と
【講

【と き】11月11日（土）14：30〜16：30
【ところ】本 会 場：京都府医師会館3階 310会議室
北部会場：ホテルマーレたかた（舞鶴市）
南部会場：けいはんなプラザ（相楽郡）
     副部長

き】10月15日（日）10：00〜13：00

地域で支える心不全の緩和ケア

胸腹部痛を来す疾患

師】洛和会丸太町病院

【と
第3回

～意外に知らない ?! 筋骨格系疾患～

【講

Vol.

在宅医療の現況と在宅整形

みんなが知りたい
内容でご講演して
いただきます。

師

19

医師・看護職で
在宅医療について
共に学びます。

・呼吸困難の原因として肺の異常だけでなく骨格筋の異常があるということ。
そのため、
運動療法が大事というようなことが理解できよかった。
（ 特に下肢運動）
・知らなかった栄養剤、
マスクが分かったこと。
・呼吸リハビリの具体的な方法を、
より中心に聞きたかった。
■ 看護師からのご意見
・酸素マスクの事や栄養剤
（CO2ためにくい等）新しい情報が聞けた。
・栄養状態評価をして、
具体的にどれくらいのカロリー補給をどんな形でどれくらいの期間、
摂取していくのが良
いのかを、
医師が指導してくれるとよいと思いました。
（痩せているし、
食事量が少ないからエンシュアでも出してもらおうというのが現状ですので。
）
・Dr,
 と Ns, それぞれの視点から意見交換が出来たので面白かった。
普段開業医の方とこのようにお話をする機会が少ないので勉強になりました。
・今 COPD の訪問が多くなってきているので、
すぐに明日からの訪問に生かせる内容です。

tel.075-354-6079 fax.075-354-6097
P.

4

P.

1

■ 平成29年度 第1回総合診療力向上講座 開催報告

■【7月19日開催】京都在宅医療塾Ⅱ〜実践編〜 開催報告

7月15日（土）京都ホテルオークラにて、
「外来・在宅診療で診る不明
熱」と題し、大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座
医科大学附属病院

総合診療科

特任教授、大阪

科長・鈴木 富雄氏にご講演いただき、

212名の先生方が受講されました。
以降、
ご参加いただける本研修会は、
11月11日
（土）
、
平成28年度第2回・

7月19日（水）、
「在宅におけるがん終末期の疼痛緩和につい

質疑応答には講師に加えて、
訪問看護認定看護師の勝本 孝子氏、
松久保 眞美氏にもお答えいただきました。

て」をテーマに開催し、たなか往診クリニック院長・田中 誠氏、
まつだ在宅クリニック院長・松田 かがみ氏、京都府薬剤師会理
事

緩和薬物療法認定薬剤師・小林 篤史氏を講師としてお迎

えし、48名の医師に参加していただきました。

第3回の講師を務めていただき、大変好評を博した洛和会丸太町病院
救急総合診療科

副部長の上田 剛士氏に「胸腹部痛を来す疾患～意外

に知らない ?! 筋骨格系疾患～」と題してご講義いただきます。奮ってご
参加ください。
大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座 特任教授
大阪医科大学附属病院 総合診療科 科長
鈴木 富雄氏
質疑応答の際には
たくさんの質問に
対し、丁寧に答え
てくださいました。

● 受講者の声 ●（受講後アンケートより抜粋）

・日常よくある病態であるが、分かりやすく分類して下さり良かったです。
教科書ではなく、実際の診療の時大切な診査、診断過程を分かりやすく
教えていただきとても良かったです。
・他科（内科ではなくても）の医師でも、非常に分かりやすく、常に全身を
考えるという大切さを学びました。
・実戦的な不明熱診療のポイントを整理してくださりとても勉強になり
ました。有難うございました。

● 受講者の声 ●（受講後アンケートより抜粋）

・新薬も含めて知識の整理、現在の緩和ケアの実際を知る事が

講義後の実技
演習も好評で
した。

できて良かった。
・在宅専門の Dr の話が聞けて大変勉強になった。
・自由に質問できる雰囲気でとてもよかったです。

■【8月10日開催】京都在宅医療塾Ⅱ〜実践編〜 開催報告
8月10日（木）、
「 在宅における
がん終末期におこる様々な症
状への対応について～腹水・喘
鳴など事例も含めて～」をテー

■ 第2回 京都在宅医療戦略会議 開催報告
8月26日
（土）京都府医師会館にて開催し、
地区医師会（以下、
地区医

看護師の講師の方よりそれぞれの立場からテーマに沿って講義

■ ＜京都府・京都市＞認知症関連事業について


とする）から22地区26名のご出席をいただいたほか、
京都府医療課・

京都府高齢者支援課より、
京都式オレンジプランは平成25年度から

高齢者支援課、
京都地域包括ケア推進機構、
京都市健康長寿企画課に

5年計画で施行されており、
認知症総合対策推進プロジェクト・京都式

出席いただきました。

オレンジプラン改定検討ワーキングにおいて、
改定に向けた検討を進
めているとの報告がありました。
「京都認知症総合センター（仮称）
」は、
府内に1か所整備され、
選定

■ ＜京都府＞平成29年度在宅療養支援パワーアップ事業について

京都府高齢者支援課より、
この事業は「手厚い医療・介護サービス提

委員会で宇治市内の社会福祉法人悠仁福祉会が選定され、
現在地域

供体制の構築」
（ 予算50,000千円）について、
患者個人をサポートする

との連携などを協議中であることが紹介されました。将来的には、
各

チームの「個別支援における活動実績」に応じて支払うことを想定し

圏域に「認知症ケアセンター」を設置したい意向を示し、
今後の協力を

て予算化された補助金であると説明。
具体的な事業スキームは未定で

呼びかけました。

あるとし、
今後、
地区医へのヒアリング・調整を行った上で今年度中の

京都市健康長寿企画課からは「認知症初期集中支援モデル事業」に

執行
（1地区の上限は10,000千円として、5地区を予定）を目指すとしま

ついて、
平成28年度に設置した北・上京区の1チームに加え、
今年度7月

した。

より下京区・南区で1チーム、
西京区で1チームの計2か所を拡充し、
今

北川府医副会長からは、
今年度の執行に向けて、
地区医から京都府

後の展開に向けて3チームの実施状況を検証していくと説明されまし

へ本事業の提案や意見をいただきたいと述べ、
協力を依頼しました。

た。
また、
認知症総合支援事業アドバイザリーボードについて、
市内の

渡辺緩和ケア・
在宅クリニック
院長 渡辺 剛氏

訪問看護
認定看護師
勝本 孝子氏

医にもオブザーバーとして参加いただき、
広く意見がもらえる場とし

京都地域包括ケア推進機構より、
「 在宅療養あんしん病院登録シス

たことを紹介しました。
その他「認知症あんしん京
（みやこ）づくり推

テム」
（ 以下、
あんしん病院登録システムとする）の新たな取組として、

進事業」
「 認知症高齢者行方不明
（徘徊）対応支援事業」
「 若年性認知症

かかりつけ医以外のケアマネジャー、
訪問看護師、
地域包括職員から

支援事業」
「 認知症市民啓発等事業」について紹介されました。

も、
あんしん病院登録システムの登録説明を行っていくと報告があり、

最後に、
全体を通しての質疑応答・意見交換が行われ、
事業を執行す

北川府医副会長は、
病院を決めるのはあくまでかかりつけ医と患者、

るにあたっての人材育成の重要性、
あんしん病院登録システムに対す

その家族であるべきとの補足があり、
それを踏まえた上で新しい仕組

る府民からの質問の想定などについて活発に議論されました。

加ください。

7月22日（土）、斉藤医院院長・齊藤 治人氏、京丹後市立弥栄病院名誉院長・
安原 正博氏、京丹後市地域包括支援センター保健師・竹内 歩己氏を講師に
迎え開催し、医師14名、多職種22名の方が参加されました。当研修会はその
他の地区においても開催してまいります。お申込み等詳細につきましては、
順次京都医報、または当センターホームページにてお知らせいたします。
斉藤医院
院長 齊藤 治人氏

京丹後市立弥栄病院
名誉院長 安原 正博氏

京丹後市
地域包括支援センター
保健師 竹内 歩己氏

● 今後の開催予定 ●
地

区

と

き

ところ

山

科

2017年10月21日（土）
午後2時〜5時30分

右

京

2017年11月11日（土）
午後2時〜5時30分

京大学園大学太秦キャンパス 404講義室

西

京

2018年 1月27日（土）
午後2時〜7時

京都リサーチパーク西地区4号館 B1バズホール

山科医師会館

■ 主治医研修 北部会場 開催報告

みを大いに活用してほしいと呼びかけました。

8月5日（土）、ホテル北野屋にて「フレイル＆

■ ＜京都市＞平成29年度在宅医療・介護連携支援センター事業につ

■ ＜京都府＞平成29年度在宅医療推進基盤整備事業補助金について


9月20日（水）も同一テーマにて開催いたしますので是非ご参

■ かかりつけ医認知症対応力向上研修会 地区別研修 北部会場（北丹）の開催報告

置付けされていると改めて説明がなされ、
今年度から参画以外の地区

ムについて

していただきました。当日は36名の医師が受講されました。

緩和薬物療法
認定薬剤師
小林 篤史氏

2地区医にも持ち回りで参画いただき、
本事業の検討委員会として位
■ ＜京都地域包括ケア推進機構＞在宅療養あんしん病院登録システ


特定医療材料展示の様子

マに開催し、医師、薬剤師、訪問

サルコペニアと介護予防」
「栄養・食事指導の実

いて

際」をテーマに開催し、医師20名、多職種17名の

京都府医療課より標記補助金について、
今後増大する医療需要に対

京都市健康長寿企画課より、
前回の会議以降に実施した「在宅医療・

応するため、
医療依存度の高い高齢者への在宅医療強化のための設

介護連携支援センター事業」に関する意向調査の結果について、
9地区

備整備にかかる経費に対する補助金であると説明がありました。
来年

医から回答があり、
早期受託可＝3件、
受託科可＝3件、
受託には相当の

マにて9月16日（土）京都府医師会館、平成30年

度以降の予算要求のために、
今年度の交付実績が重要であることから、

準備期間必要＝3件であったことを報告されました。

1月20日（土）京田辺市商工会館にて開催いた

奮って申請いただきたいと述べられました。

その上で現在の進捗状況と併せて、
事業を行うにあたっての契約や
仕様などに関する質問について回答されました。
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方が参加されました。本研修会は、同一のテー

京都学園大学 健康医療学部
教授 木村 みさか氏

京都府栄養士会
菅野 美和子氏

し ま す。お 申 込 み は 当 セ ン タ ー
ホ ー ム ペ ー ジ に て 受 付 中 で す。

P.
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与謝医師会 会長
中川 長雄氏

開会の挨拶をしていただきました。

