
在宅医療支援システム研究会次第 

 

日時 平成３０年１０月３０日（火） 

１８時３０分～ 

場所 介護老人保健施設くろかみ 研修室 

                    

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 報告・紹介事項 

 

（１）第 3 回岡山県包括ケアシステム学会について 

 

（２）第１回医療・介護多職種連携会議について 

 

（３）第 29 回全国老健大会について 

 

（４）新見市情報連携システム推進事業について 

 

（５）岡山県介護支援専門員協会への協力要請について 

 

（６）その他 

 

４ 協議事項 

 

（１）Z 連携のシステム改修について 

 

（２）その他 

 

５ その他 

 

 

 

 

次回開催日 

平成３０年 1１月  日（  ） 



演題発表の様⼦

H30.9.30　第3回岡山県地域包括ケアシステム学会に参加しました。

2018/09/30 更新

平成30年9⽉30⽇ 9：30〜17：00まで、岡⼭県医師会館で開催された「第3回岡⼭県地域包括ケアシステム学会学術⼤

会」に参加し、事例発表を⾏いました。
 

岡⼭プライマリ学会の福嶋⼤会⻑の挨拶のあと、基調講演が⾏われ、地域包括ケアについてシンポジウムが⾏われました。
 

午後の⼀般演題で「多職種間の連携・地域包括ケアシステムの普及」の枠で「web会議による情報共有の推進」について発

表をさせていただきました。
 

他地域の取り組みを聞かせていただき⼤変勉強になりました。特に塚本内科医院の塚本先⽣が話されたこの中⼭間地は「⻑

い廊下の先にある南向きの完全個室。」という⾔葉が印象的でした。

http://mansaku.niimi-ishikai.jp/mansaku.niimi-ishikai.jp/msku-mng-page/upload_images/service/uploads_dir3/1538550736-system_5bb46bd005be4.JPG
http://mansaku.niimi-ishikai.jp/report_search/search_again.html
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挨拶をされる太⽥新⾒医師会⻑ 太⽥病院地域医療連携室⼭本⽒

介護⽀援専⾨員協会新⾒⽀部⾼柴⽀部⻑ 会場の様⼦

H30.9.26　平成30年度第1回医療・介護多職種連携会議が開催されました。

2018/09/26 更新

平成30年9⽉26⽇（⽔）午後６時３０分から、ＪＡあしん⽣活センター２階で、新⾒市在宅医療・介護連携⽀援センター主

催の「Ｈ30年度第1回医療・介護多職種連携会議」が開催されました。
 

 

今会議のテーマは「多職種連携」で、太⽥病院地域医療連携室の⼭本⽒が「病院連携室の⼊退院⽀援の現状について」、岡

⼭県介護⽀援専⾨員協会新⾒⽀部の⾼柴⽀部⻑が「ケアマネの⼊退院⽀援の現状について」と題し取組みについて説明をさ

れました。
 

グループワークでは、連携時にお互いに気をつけるポイントについて話し合いました。
 

当⽇は約70名の参加があり、活発な意⾒交換がされていました。

http://mansaku.niimi-ishikai.jp/mansaku.niimi-ishikai.jp/msku-mng-page/upload_images/service/uploads_dir3/1538550098-system_5bb469520695b.JPG
http://mansaku.niimi-ishikai.jp/mansaku.niimi-ishikai.jp/msku-mng-page/upload_images/service/uploads_dir3/1538550101-system_5bb4695514bdc.JPG
http://mansaku.niimi-ishikai.jp/mansaku.niimi-ishikai.jp/msku-mng-page/upload_images/service/uploads_dir3/1538550103-system_5bb46957a38f2.JPG
http://mansaku.niimi-ishikai.jp/mansaku.niimi-ishikai.jp/msku-mng-page/upload_images/service/uploads_dir3/1538550105-system_5bb46959d41f8.JPG
http://mansaku.niimi-ishikai.jp/report_search/search_again.html


平成 30 年度新見市在宅医療・介護連携推進事業 

 
研修会参加者数 65 名 アンケート回答者 41 名 回収率 63％ 

 

Q２.グループワークの方法がいかがでしたか？ 

・色々な方の意見が聞けてよかった。 

・終始和やかで、なんでも意見を言える雰囲気が良かった。 

・医師の立場の意見が聞けてよかった（面白かった）。 

・多職種で意見が楽しく言える雰囲気でよかった。患者、家族を中心に入退院支援ルールが共有できれば良いと思う。 

・医療側の動き（入院から退院まで）がよくわかり、入院計画をたてるために在宅での様子や家族の意向が必要である

ことがわかった。 

・医療・介護や事業所の垣根を越えて、互いに問題意識の共有や解決に向けての意識統一を図ることが出来た。 

・皆で楽しくワイワイ意見が言えてよかった。多職種の方の意見が聞けてよかった。新しい情報も得ることが出来ま

した。 

・様々な意見が出ていて、書いてまとめることでそこから話が広がりました。 

・多職種の方とグループワークをすることで、それぞれの専門職の意見が聞けてよかった。 

・普段、皆さんがどのように感じて連携をおこなっているかわかってよかった。 

・普段皆さんがどのように感じて連携を行っているかわかってよかった。 

・時間を多めにとっていただいたので色々な意見が聞けてよかったです。 

・医療・介護多職種連携会議を重ねていて、顔が見える関係が出来てきたので話がしやすくなった。 

・業務の意見交換が出来てよかった。 

参加者内訳

平成30年度第１回医療・介護多職種連携会議　アンケート結果

はい どちらともいえない いいえ
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グループワークの方法はいかがでし

たか？

今日の研修会で気付いたり、考え

が変わった事はありますか？



平成 29 年度新見市在宅医療・介護連携推進事業 
・他の職種の方の意見を聞けるので、いろいろな考え方を学べたので良かった。 

・ケアマネとの連携など困ったことなど知れてよかった。顔の見える連携が出来ることが一番かな。 

 

Q４．この研修会で気づいたり、考えが変わったことはありますか？ 

・出来ることは協力して良い連携をとりたい。 

・各職種それぞれが、相互の連携を求めていることを理解できました。 

・医療・介護れんらく帳の活用にみんなが前向きであること。これからどんどん活用して欲しい。 

・それぞれの立場からがんばっているところが見えてよかった。 

・日ごろから顔を合わせ、関係作りを図ると共にお互い様ということで、エチケットに配慮しながら良い関係での連

携をしていきたい。 

・連携というものがどのように行われているのか？詳しくはわかっていなかったのが、全体像が把握できた。 

・色々な連携の状況が分かりよかった。 

・病院側の加算がわかってよかった。 

・何度か入院中の利用者に面談に行くときに、アポを取り、出来るだけ担当の看護師等から情報をもらう。 

・病院さんの都合や事情がわかることで、施設ですべきことを考えることが出来る場面もあると気づいた。医療側の

連携を理解するのが必要。 

・医療・介護れんらく帳の活用の促し。 

・病院からも「見せてください！」など積極的に確認することが必要。 

・ケアマネから県南病院への情報提供がやりにくいことを知った。 

・医療・介護れんらく帳をもっと記入して活用しないといけない。 

・皆さんがZ連携役に立つなぁと実感をもっていること。 

・病院側は面談が必須（加算要件）と知ったので、がんばって出向こうと思う。 

・連携時にはアポイントをとって来て頂いているので、お互いにきちんと情報収集をして聞かれたことに返答が出来

るようにしていきたいと思います。中々、他の職種の方の意見を聞くことがないので勉強になりました。 

・情報共有書に認知症版があることを知らなかった。 

・お互い様。協力しましょうと思いました。 

・認知症のある患者に対しての連携が大切。家族との関係など良く知っておくこと。情報をケアマネの方より得るこ

とが必要。本人や家族に聞けないこともある。 

・久しぶりに参加しました。大事な仕事を共に毎日しているのに、お目にかかることが少ないのでこのような会はま

ず出席することが一番と強く感じました。もっともっと会えるといいですね。 

 

Q５．講義の内容や、会議の企画・運営に対するご意見（グループワークの方法など）があればお書き下さい。 

・Z連携が役立っていることが県レベルの行政に伝わっていない気がします。まだ、マイナーだと思うのでもっとアピ

ールして欲しい。 

 

※同じ内容のご意見はまとめて掲載させて頂きました。 



・事前に電話等で確認をしてから、相手先を訪問する。
・情報共有書を利用し、知っている情報を出来るだけ伝える
（特に在宅での注意点、今回の入院での変化等）。
・専門用語を使う場合は注釈をつける。
・医療・介護れんらく帳について医療・介護関係者が良く理
解する。また、本人に持っているか確認し、内容についてそ
の都度修正、加筆を行う（活きた情報となるように）。
・連絡方法（番号や時間等）やいつまでに行うか等、入院後
出来るだけ早く話し合っておく。
・チーム意識をもって連携を行う。お互いを思いやる言葉を
使い。気持ちよく連携できるように。
・入退院支援ルールを活用し、連絡方法やいつまでに連絡
を行うか等、入院後早期に話し合っておく。
また、加算についても確認しておく。
・何事も早めの連絡を心がける。

○介護側から
・加算のとれる3日のしばりが厳しい。
・窓口が限定するのでその先に進めないことがある。
・介護申請を気軽にしている？⇒よく考えて欲しい。タイミングが難しい。
・調整時期（お盆等）により対応が難しい。
・退院連絡が直前になると困る。特に休日前の夕方や、認知症がある方は調
整が出来にくいので困るなぁ。
・入院後の面談の際、院内で情報共有が出来ていないことあった。
・ケアマネにグループホーム等に入所後の様子を見に来てほしい。また、情報
が欲しい（家族との関係など文章に書き辛いことは直接聞きたい）。
・依頼があったときには、退院前訪問が終わった後だった。一緒に行きたかった。
○医療側から
・療養病棟の人は待機しながら、
ゆっくり調整できるけれど･･･。
・高梁市の病院との連携。入院
前の生活わからないと支援に
困ること有り。
・患者数が多くてすぐに面接が
出来ない。連絡が出来ない。
・話しあいの場を設けるのが難
しいことがある。
・入院予約がつまって退院まで
つながらない。
・連絡帳の確認がなかなか出
来ない。
・病院によっては連携室経由に
ならない･･･医師の負担有り。
・受診時書くものが多くて大
変。
・認知症の帰宅願望強い方受
け入れ難しいことがある。
・病院側の連携加算は来てく
れないと取れない。

○介護側から
・連携室があるのでスムーズに調整も出来る
し気軽に相談できる。医師や看護師は急がし
そうで中々聞けない。
・事前に入院などの相談が出来る。
･連携室の方が動いてくださるのでスムーズ。
・退院前の訪問をしてもらうのでイメージがわ
きやすい。
・病院から情報が早くもらえる。
・退院の連絡がとりやすくなった（ケアマネから
各事業所）。
・退院前調整会議や担当者会議に出席し、把
握しやすくなった。
○医療側から
・改訂後心配だったが、ケアマネ来てくれる。
うれしい。
・連携が取れることにより、フォローが厚くなり、
情報が早く伝わる。
・情報共有書の活用で情報が得られる。
また、あると安心感有り。
・家族の要望等の把握が出来る。

・入院早期の予後予測を行い、関係機関と共有することが大切。
・個人情報（年金、生保）等の扱いや、家族間や本人との関係性、
思いに注意が必要。
・地域連携室を窓口にすると情報が集まりスムーズ。
・電話する時間に気をつける（申し送りや食事の時間、送迎時間
をさける）。
・病院が欲しい情報は情報共有書でよいと思う。備考欄を活用し
て、本人の性格や好きなことも記入する。
・よりよい連携をとるために、話しやすい対応を心がける（特に電
話対応で）。
・普段からコミュニケーションを大切にし、訪問して顔を出すよう
にする。
・担当者任せでなく関係機関で一緒になって皆で対応できるよう
にしておく。
・連絡方法等や必要な情報について早期に話し合っておく。
・基本的に情報共有書を使用するが、状態に変化が
ない入院などは、電話での情報提供でも良しとする。

H30年度第1回医療・介護多職種連携会議 グループワークまとめ

困っていること

連携のポイント

連携エチケット

上手くいっていること



Web H30.10.11 13:30



Collaboration Help

Cisco Webex Meetings では TLS 1.2 が要求され
る
投稿 ID: cc09hk
最終更新: 2018/09/07
サービス: Webex Events, Webex Meetings, Webex Support, Webex Training, Webex サイト管理
オペレーティングシステム: Android, iOS, Web ブラウザー
リリース: WBS31, WBS32, WBS33

520 回表⽰  4 ⼈がこの投稿が役に⽴ったと考えています

Cisco Webex Meetings は、TLS 1.2 を使⽤する接続のみ許可します。

2018 年の 8 ⽉ 3 ⽇から、Webex Meetings は Transport Layer Security (TLS) 1.2 を使⽤する接続のみを許可する
ようになります。 これは Webex Meetings アプリケーション、Webex Meeting サイトに接続するすべてのブラウ
ザ、Webex Web アプリ、Webex Meetings for iOS および Android、Cisco Directory Connector および API を使⽤
するサードパーティ アプリに当てはまります。

Webex Meetings 上のビデオ端末へのサポートのみを有効にしている顧客には、TLS 1.2 の強制と、Cisco
の信頼された認証局への変更のタイムラインについて、別の説明が送られます。

2018 年 8 ⽉ 3 ⽇より前に、ユーザーは下記にリストになっているすべてのアプリケーションに対して、最低限サ
ポートされているバージョンに従う必要があります。 これらより前のバージョンを使⽤している場合には、サービ
スの中断を避けるため、アップデートを⾏うか、TLS 1.2 を有効にするべきです。

TLS 1.2 要件の⽇付は 2018 年 7 ⽉ 29 ⽇でしたが、2018 年 8 ⽉ 3 ⽇に変更になりました。 ユーザーは
2018 年 8 ⽉ 3 ⽇まで TLS 1.2 接続の施⾏に関する警告メッセージを無視できます。

© 2018 Cisco and/or its aliates. All rights reserved. This document is Cisco public.



第２５回岡山県保健福祉学会開催要領  

 

１ 開催日時及び開催場所 

 (１) 平成３１年１月２１日(月) ９時３０分から１６時４０分 

 (２) 岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（きらめきプラザ）   

       岡山市北区南方 2丁目 13-１ ℡(086)227-2666（http://www.kirameki-plz.com/） 

 

２ 日程   

時  間 行  事 

 9:00 ～  9:30 開 場（受付） 

 9:30 ～  9:45 開 会 

 9:50 ～ 12:00 研究発表 
《第１分科会》 
   第１群 精神保健福祉・難病 
    第２群 感染症・生活衛生・環境 
 《第２分科会》 
    第１群 障害児（者） 
    第２群 地域精神保健福祉 
《第３分科会》 
    第１群 健康づくり 
    第２群 母子保健 

12:00 ～ 13:00 （昼休み） 

13:00 ～ 13:50 研究発表 
《第１分科会》 
   第３群 地域づくり 
 《第２分科会》 
    第３群  児童福祉・社会福祉 
《第３分科会》 
    第３群  老人保健福祉 

14:10 ～ 15:40 特別講演又はシンポジウム・パネルディスカッション等 

15:40 ～ 16:00 表彰式 

16:00 ～ 16:20 閉 会 

 

３ 研究発表方法等 

    発表課題は、学会誌に掲載するとともに、口演発表又は誌上発表のいずれかの方法に

より発表を行う。 

 (１) 口演発表 

      ・発表時間 １題につき１２分間（発表８分、質疑４分） 

   ・進  行 類似する発表については、座長の判断により、一括発表又は一括質問

を行うことがある。 

      ・そ の 他 パソコン・プロジェクターの利用が可能である。 

 (２) 誌上発表  学会誌への掲載のみとする。 

（３）発 表 者  発表者は、岡山県保健福祉学会の会員とする。また、共同研究の場合

は、共同研究者全員が会員（会費納付済）であることを要する。 

 

※ 発表の申込状況により発表時間、分科会の数、各群のテーマについては、改めて検討

し、変更する場合があるので、あらかじめ御了承願います。 



在宅ケア⽀援サービス

多職種間での連携をすることができます。

①在宅ケア情報共有サービス

在宅ケアが必要な⽅の情報を多職種間で共有することができます。
 タブレット端末を利⽤して、訪問先でバイタル等の⼊⼒や情報の確認ができます。

注）患者さんの参加同意及び在宅ケアに関する情報共有の同意が必要です。

②認定情報提供サービス

介護保険者が保有する認定情報を居宅介護⽀援事業所等に提供する事ができます。



③ケアプラン交換サービス

居宅介護⽀援事業者と介護サービス事業者間で、サービス計画とサービス実績のデータを交換する事が出来ます。介護ソフ
トと連携しています。

① 居宅介護⽀援事業所
サービス提供票の予定データを介護システムから出⼒し、介護サービス事業所へ送信
介護サービス事業所から送信されたサービス提供票の実績データを、介護システムへ反映

② ①以外の介護サービス事業所
居宅介護⽀援事業所から送信されたサービス提供票の予定データを介護システムへ反映
サービス提供票の実績データを介護システムから出⼒し、居宅介護⽀援事業所へ送信

お使いの介護ソフトがまめネット未対応の場合でも、以下の運⽤は可能です。
まめネットで受信したサービス提供票の印刷（介護システムへは⼿⼊⼒）
まめネット画⾯からサービス提供票のデータを⼊⼒して送信

まめネット対応介護ソフト ※ソフト名の50⾳順

CareWORKS21［ケアワークス21］（株式会社テクノプロジェクト）
千鶴（⻄⽇本オフィスメーション株式会社）
福祉⾒聞録（株式会社東経システム）
ほのぼのＮＥＸＴ（ＮＤソフトウエア株式会社）
ゆう！ケア（株式会社フォーエヴァー）
ワイズマンシステムＳＰ（株式会社ワイズマン）
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