
令和４年度第１回富津市在宅医療・介護連携推進会議 次第 

 

日時 令和４年６月２０日（月） 

 １８時３０分～２０時 (予定) 

場所 ＺＯＯＭまたは富津市役所４０１会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 健康福祉部長あいさつ 

 

３ 議 題 

(１) 富津市在宅医療・介護連携推進会議会長及び副会長の選出について 

 

 

(２) 在宅医療・介護連携のための現状把握について 

 

 

(３)君津圏域医療・介護多職種連携エチケット集の検討について 

 

 

(４)君津圏域多職種連携情報共有システム(バイタルリンク)利用の手引きの 

検討について 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会  

 



委員会等名　富津市在宅医療・介護連携推進会議 事務局 介護福祉課

氏名(敬称略)　 フリガナ 所属 〒 所属所在地 所属電話番号 部門 委嘱年月日 任期 肩書き 代表者(敬称略)

1 三枝　奈芳紀 サイグサ　ナオキ 三枝病院 293-0012 富津市青木1641 0439-87-0650 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津医師会 天野　隆臣

2 竹内　修 タケウチ　オサム 竹内医院 293-0001 富津市大堀2-14-15 0439-87-0012 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津医師会 天野　隆臣

3 田中　計 タナカ　ケイ たなかハートクリニック 293-0001 富津市大堀4-1-24 0439-80-1137 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津医師会 天野　隆臣

4 川口　哲也 カワグチ　テツヤ 東病院 293-0001 富津市大堀2114 0439-87-0165 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津医師会 天野　隆臣

5 細井　尚人 ホソイ　ナオヒト 袖ケ浦さつき台病院 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前5-21 0438-62-1113 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 袖ケ浦さつき台病院 菊池　周一

6 熊切　篤 クマキリ　アツシ 熊切歯科医院 293-0001 富津市大堀1830 0439-87-6480 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津歯科医師会 古谷　隆則

7 水町　裕義 ミズマチ　ヤスノリ 水町歯科医院 293-0005 富津市上飯野1691 0439-87-3366 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津歯科医師会 古谷　隆則

8 大島　 拓二郎 オオシマ　タクジロウ 大塚薬局　湊店 299-1607 富津市湊490-1 0439-80-7277 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津薬剤師薬業会 剣持　義明

9 中野　匡 ナカノ　タダシ かずさ薬局　富津店 293-0036 富津市千種新田844-2 0439-65-5566 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津薬剤師薬業会 剣持　義明

10 宮野　京子 ミヤノ　キョウコ たんぽぽ薬局 293-0001 富津市大堀4-1-21 0439-80-3777 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津薬剤師薬業会 剣持　義明

11 小柴　奈美 コシバ　ナミ いわしや薬局　売津店 299-1617 富津市売津153-2 0439-29-6350 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 君津木更津薬剤師薬業会 剣持　義明

12 西川　加代 ニシカワ　カヨ 君津中央病院大佐和分院 293-0036 富津市千種新田710 0439-65-1251 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津中央病院大佐和分院 池田　由香

13 重田　友理 シゲタ　ユリ 君津中央病院大佐和分院 293-0036 富津市千種新田710 0439-65-1251 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 君津中央病院大佐和分院 池田　由香

14 山中　しのぶ ヤマナカ　シノブ 介護老人保健施設わかくさ 293-0041 富津市上335-1 0439-80-5678 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 君津圏域PT・OT・ST連絡協議会 下田　辰也

15 牧　達人 マキ　タツト 介護老人保健施設わかくさ 293-0041 富津市上335-1 0439-80-5678 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 君津圏域PT・OT・ST連絡協議会 下田　辰也

16 亀田　兼佑 カメダ　ケンスケ セントケア富津 293-0035 富津市西大和田916 0439-80-5393 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 セントケア千葉（株） 遠藤　久

17 有江　直樹 アリエ　ナオキ つつじ苑居宅介護支援事業所 293-0005 富津市上飯野1426-3 0439-87-6102 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 富津市ケアマネジャー協議会 深牧　大輔

18 和泉　喜章 イズミ　ヨシアキ 和泉整骨院 299-1607 富津市湊493-6 0439-67-0389 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 富津市ケアマネジャー協議会 深牧　大輔

19 早川　清子 ハヤカワ　セイコ セントケア富津 293-0035 富津市西大和田916 0439-80-5393 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 富津市ケアマネジャー協議会 深牧　大輔

20 村田　泉 ムラタ　イズミ 介護老人保健施設わかくさ 293-0041 富津市上335-1 0439-80-5678 在宅医療・介護連携 R4.4.1 R6.3.31 介護老人保健施設わかくさ 堀　達彦

21 小幡　伸吾 オバタ　シンゴ シルバービラージュ新舞子 293-0056 富津市八幡163 0439-66-1165 認知症施策 R4.4.1 R6.3.31 有限会社ぶ・えもん 小幡　伸吾

22 溝口　麻理子 ミゾグチ　マリコ 富津地区地域包括支援センター 293-0012 富津市青木2-16-14 0439-29-6582 R4.4.1 R6.3.31 富津地区地域包括支援センター長

23 三枝　裕文 サイグサ　ヒロフミ 大佐和地区地域包括支援センター 293-0042 富津市小久保2888 0439-29-6770 R4.4.1 R6.3.31 大佐和地区地域包括支援センター長

24 藤野　雅一 フジノ　マサイチ 天羽地区地域包括支援センター 299-1607 富津市湊533-4 0439-70-6150 R4.4.1 R6.3.31 天羽地区地域包括支援センター長

25 地引　憲太郎 ジビキ　ケンタロウ 富津市健康づくり課 293-8506 富津市下飯野2443 0439-80-1268 R4.4.1 R6.3.31 健康づくり課長

26 長谷川　栄 ハセガワ　サカエ 富津市介護福祉課 293-8506 富津市下飯野2443 0439-80-1300 R4.4.1 R6.3.31 介護福祉課長

富津市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱第３条

令和4年度から新たに委員を委嘱する方


