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医療
介護

医師会
在宅医療介護ケア委員
会

情報交
換会

医師会
・H30.10に君津木更津医
師会内に在宅医療介護ケ
ア委員会を設立

医師会

下記小委員会を実施
1 在宅医療・介護連携と研修
2 認知症医療・介護の連携と研修
3 地域住民の普及活動
4 在宅医療介護連携相談支援(市の事業
を受諾)
5 入退院時支援

R3.5.20 多職種連携ICTツール
「バイタルリンク」勉強会
R4.1.20 バイタルリンク使用
方法の勉強会

R4秋 各市において初期相談等
を受け付けることとなった、
サポート医設置事業の振り返
り

三枝(奈)委員
介護福祉課

医療
介護

医師会

・君津木更津地区４市
ケアマネジャー連絡協
議会
・君津地域地域包括支
援センター連絡協議会

情報交
換会

医師会

医師会
歯科医師会
薬剤師会
ケアマネジャー協議会
地域包括支援センター
市

左記の多職種からなる協議会。在宅医療
介護ケア委員会の5つの小委員会からな
るケア委員会、4市の各部会と連携を図
る。

R3.7.15 第6回在宅医療・介護
多職種リーダー会議
R3.9.16 第7回在宅医療・介護
多職種リーダー会議
R3.9.30 左記合同大会を開催
(テーマ：ICTの活用・問題点)

同上
三枝(奈)委員
介護福祉課

医療
認知症疾患医
療センター

多職種症例勉強会 研修会
認知症疾患医療センター
袖ケ浦さつき台病院

医療・介護の多職種
事例を通して倫理、制度の課題などを考
える

R3.8.20 第1回開催(ZOOM)
R4.2.25 第2回開催(ZOOM)

R4.8.19 第1回開催予定
R5.2.24 第2回開催予定

細井委員

医療 歯科医師会
歯科口腔機能管理研修
事業

研修会 県歯科医師会

介護保険施設
グループホーム
有料老人ホーム
社会福祉協議会
地域包括支援センター
市

歯科のない病院や介護施設等に勤務され
ている方へ、口腔に関する知識や技術向
上して頂けるよう研修会を行う

1)摂食嚥下について 2)口腔ケ
アについて 3)認知症患者さん
への対応について 4)進化から
口腔機能を考える 5)「8029ダ
ンス～健康ダンス～」を令和4
年2月7日～3月14日までオンデ
マンドオンライン配信研修

令和3年度同様の研修を予定 水町委員

医療 薬剤師会
地域包括支援センター
と連携した在宅患者の
薬剤管理支援事業

研修会 県薬剤師会　県委託事業

薬剤師会
介護サービス事業所
介護保険施設
地域包括支援センター

君津地域4市において実施。富津市は、3
包括支援センターに相談担当薬局を設
け、24時間体制でお薬の相談を受ける。

3包括支援センターに24時間体
制でお薬の相談を受け付け
た。

未定 大島委員

医療 薬剤師会
地域包括支援センター
に対する医薬品相談窓
口

相談 薬剤師会

薬剤師会
介護サービス事業所
介護保険施設
地域包括支援センター

服薬アドヒアランスが低く、適正な薬剤
管理ができないと判断した患者に対して
薬剤師を派遣し、患者状況の確認し、薬
剤管理指導を行う。

各窓口薬局にて対応 継続予定 大島委員

医療 薬剤師会

地域に根ざした薬剤
師・薬局定着・養成事
業(在宅訪問薬剤師の
育成)

研修会 薬剤師会 地域薬剤師

在宅医療の拡大に備え、訪問薬剤管理指
導の取り組みを広げるため、薬剤師によ
る在宅患者への訪問薬剤管理指導の実地
研修の実施を支援する。

薬剤師会：介護・在宅医療委
員会において実施

継続予定 大島委員

委員所属団体等での取組み一覧（令和４年度）
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医療 薬剤師会 高齢者お薬教育 研修会 地域薬剤師
各地域の高齢者を対象にお薬に関する勉
強会を行う

未実施 要望があれば実施する 大島委員

医療 薬剤師会 お薬相談会 相談 薬剤師会 地域薬剤師
ワクチン接種業務派遣あり本
年度は開催しない

8/7 8/28 10/30実施予定 大島委員

医療 訪問看護 院内の研修 研修 君津中央病院大佐和分院
退院時カンファレンス
事例検討カンファレンス

西川委員
重田委員

医療
リハビリ職団
体

君津地域リハビリテー
ション連絡協議会

会議
君津地域リハビリテー
ション広域支援センター
君津中央病院

医師会、歯科医師会、薬剤師会、
POS連、介護支援専門員協議会、老
人福祉施設連絡協議会、栄養士会、
県健康福祉センター、４市高齢者支
援担当課、４市社会福祉協議会、ケ
アマネジャー協議会

事業実績および下半期事業計画
・連絡協議会等の開催を通じた支援体制構築
・地域包括ケア推進に向けた市町村への事業
協力
・リハ職不在関係機関に対する相談支援
など

5月に書面開催
12月に書面開催

令和4年5月、11月
書面開催を予定

牧委員

医療
リハビリ職団
体

君津圏域公開フォーラ
ム
いつまでも元気に暮ら
し続けよう

講演・
活動発
表等

君津地域リハビリテー
ション広域支援センター
君津中央病院

医師会、歯科医師会、薬剤師会、
POS連、介護支援専門員協議会、老
人福祉施設連絡協議会、栄養士会、
県健康福祉センター、4市高齢者支
援担当課、4市社会福祉協議会

情報誌の中で
・骨粗鬆症について
・自宅で出来る簡単な運動
・嚥下障害・認知症カフェ
・血圧測定・正しい点眼方法
などの情報を提供

R3.10.2(土)～10.3(日)
オンデマンド配信で開催

R4.12～R5.1月
オンデマンド配信
「地域で育む子供の成長～お
子さんの困った行動～」を予
定

牧委員

医療
リハビリ職団
体

地域リハビリテーショ
ン調整者養成研修会

研修
県委託事業
千葉県千葉リハビリテー
ションセンター

回復期病院
介護老人保健施設等リハビリ職

「地域診断の基礎」
地域リハを提供するにあたり、その効果
判定を明確にする指標の構築

R4.3.16～3.27
オンライン配信で開催

未定 牧委員

医療
君津圏域
PTOTST連絡協
議会

君津圏域POS連主催研
修会

研修会

君津圏域PTOTST連絡協議
会
(君津地域広域支援セン
ター共催)

POS連会員
リハパートナー

会員間の連携を図るとともに、技能・知
識の向上を目的に関心の高いテーマにつ
いて研修会を行う。

R4.1.21(金)19:00～20:00
地域ケア会議に行こう！～
今、リハ職に求められている
事とは～
ZOOMを使用したオンライン形
式

現在企画中 牧委員
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医療 市
医師、歯科医師、薬剤
師会（三師会）

会議 市

医師会
歯科医師会
薬剤師会
市

市の要介護認定者数やサービス受給者
数、介護給付費、富津市いきいき百歳体
操等の情報を共有

コロナ禍のため実施せず。
4部会の先生方、医療機関等に
ついて、ワクチン接種にご協
力いただいている

未定 地引委員

介護 訪問介護
各事業所での研修、ま
たは外部での研修を個
人が受講

ー ー ー

各事業所で毎月、研修を実施。内容は介
護や職業倫理、情報管理など。
また、特定事業所加算に関する研修も行
う

例年通り毎月実施 例年どおり実施予定 亀田委員

介護
富津介護支援
連絡協議会

富津市における医療と
介護の連携の会

研修・
懇親会

医師会第四部会、富津介
護支援連絡協議会

医師会第四部会
富津市ケアマネジャー協議会
市

医師会第四部会(富津市)と介護機関とが
連携し、研修や意見交換を通して顔の見
える関係づくりを行う。

実績なし 有江委員

介護
富津市ケアマ
ネジャー協議
会

1 監査会
2 総会
3 定例役員会
4 研修会
5 調査研究
6 部会活動
7 市・関係機関との連
携

研修会 ケアマネジャー協議会
居宅介護支援事業所
地域包括支援センター

ケアマネジャー協議会にて、下記事項を
行う。
1 介護支援専門員の資質の向上
2 介護保険に関する知識・技術の向上
3 介護保険の情報収集等の支援
「主任ケアマネ部会」と「地域活動部
会」に分かれて活動。

R3.8.24 君津四市合同ケアマ
ネジャー協議会の研修
R4.2.15 富津市におけるケア
マネ業務についての研修

R4.7.21 研修予定
R4.8.2 君津四市合同ケアマネ
ジャー協議会予定
R4.11 研修予定
R5.2 研修予定

有江委員

介護 老人保健施設
君津安房地区老健ブ
ロック会

情報交
換会

君津安房地区老健ブロッ
ク会

老健の多職種 村田委員

介護 老人保健施設
千葉県老人保健施設協
会による研修

研修会

千葉県老人保健施設協会
(公益社団法人全国老人
保健施設協会千葉県支
部)

老健の多職種

認知症
看取り
リスクマネジメント
在宅支援、ケアの質を上げるための研修

ZOOM等で実施 村田委員

介護
医師会
地域包括支援
センター

医療・介護連携地域相
談サポート医設置事業

相談
医師会
君津四市

医師会による地域相談サポート医
地域包括支援センター
市

在宅療養が必要な高齢者等に係る、医療と介
護連携を実施するため、市の地域包括支援セ
ンターに医療介護連携サポート窓口(相談窓
口)を置く。地域の医療・介護関係者からの
相談に対し、関係機関との調整等を行うこと
により、高齢者等が住み慣れた地域での暮ら
しの継続を目指す

毎月 第1木曜に初期対応・難
事例判定会議。
毎月 第3木曜に地域相談サ
ポート医による医療相談検討
会議。
サポート医を7人から8人に増
員。

バイタルリンクの導入によ
り、日時を指定せずに、随
時、サポート医の医師に相
談・質問を受け付けていただ
く。
毎月 第3木曜に地域相談サ
ポート医による医療相談検討
会議

藤野委員
介護福祉課
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介護
医師会
地域包括支援
センター

医療介護連携 地域相
談 サポート医による
訪問支援

相談
医師会
君津四市
(県補助あり)

医師会による地域相談サポート医
地域包括支援センター
市

①地域相談サポート医への相談案件のうち受
診拒否の事例を対象に、サポート医が訪問支
援を行う。
②訪問支援を実施した事例については、相談
窓口（関係市の各地域包括支援センターに設
置する医療介護連携サポート窓口）がモニタ
リングを実施、市へ報告する

令和2年4月から実施
ケースがあれば随時相談させ
ていただく

藤野委員
介護福祉課

介護
介護保険事業
所

認知症メモリーウォー
ク・千葉in富津

実行委
員会

介護事業者

介護施設関係者、ケアマネジャー、
有料老人ホーム関係者、養護老人
ホーム関係者、サービス付き高齢者
向け住宅関係者

認知症の人が安心して暮らせるよう、認
知症に対する偏見を取り払い、認知症と
いう病気の理解を深めるため、市民に対
し啓発を行うことを目的に、イオンモー
ル富津等でパレードを実施。

R3.4.20~　実行委員会議
R3.9.23 認知症メモリー
ウォークを実施予定でした
が、コロナ禍により中止

R4.4～　実行委員会議
R4.9.23 認知症メモリー
ウォークを実施予定

介護福祉課

行政 市
富津市在宅医療・介護
連携推進会議

会議 市

医療・介護関係者
保健福祉関係者
地域包括支援センター長
市健康づくり課長
市介護福祉課長

①住み慣れた地域で安心して医療と介護
を受けられるよう、関係機関の連携を図
る
②在宅医療・介護連携部門WGと認知症施
策部門WGを開催。課題解決のための対応
策を検討

R3.6 医師会により地域相談サ
ポート医設置事業にてICT(バ
イタルリンク)の導入を開始
R3.8.2 第1回会議
R3.12.27 認知症施策部門WG
R4.3.11 第2回会議

R4.6.20 第1回会議
R4年度中に各WGを開催予定
R4.2 第2回会議予定

介護福祉課
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