
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 一般社団法人白河医師会 白河地域在宅医療拠点センター 

 副センター長 杉原常夫 

 〒961-0908 福島県白河市大手町 3-8 レジデンス楽市Ⅰ-105  

      ℡:0248-21-8923  FAX:0248-21-9267 
       平日 8 時 30 分～17 時 15 分（土日祝日休み） 

令和２年５月発行  【第 32 号】 

 

 

 

日時：令和 2 年 3 月 17（火）１３時 30 分から１５時 場所：白河地域在宅医療拠点センター 参加者：１１名 

 
令和元年度の最後となる第４回介護職員協議会役員会が開催されました。冒頭、副センター長よりコロナウイルスの影響でなるべく会議等を控え

るようにとのことですが、今回は役員改選があるため、あえて集まっていただきましたとの挨拶がありました。 

 

続いて、事業報告として令和元年度行われた研修・講演会「薬剤師が介護サービスに入る恩恵」、「排泄ケア研修会」、「介護事故とは」、「高齢者が

かかりやすい病気について」について報告がなされました。令和２年度の開催頻度については、今までどおり（研修会３回、講演会１回）で良い

ということが決まりました。 

 

役員改選については、役員はこのまま継続とし、副会長の木田愛子氏は書記を兼務しているので、庶務担当の近藤由紀子氏に書記をお願し、新た

に庶務に中島村社協の辺見京子氏を選出し、後日了解を得ることとした。 

 

令和２年度の事業計画については、４月役員会、５月総会、６月研修会（MCS）、９月研修会（ユマニチュード）、11 月 ACP&もしバナゲーム、 

１月（テーマ未定だが、感染症、調理実習、薬、看取り等が役員から提案があった） 

 

最後に、副センター長よりコロナウイルスに関する動画をもとに、コロナウイルスの感染経路、症状、受診の目安、日常生活で気を付けること、

消毒液の作り方など説明を行った。次回開催日は４／１５（＊）予定として閉会となった。 

 

（＊）コロナウイルス感染予防の観点から 

YouTube 動画での開催となった。 

訪問介護職員協議会役員会開催 

ＡＣＰコアメンバーグループワーク 

 

令和元年度に 

白河地域在宅医療・ 

介護連携ガイドを 

発行し、関係機関 

に配布させていただ 

きましたが、今年度 

は一覧性のある連携 

図を作成する予定です。 

 

この医療介護・福祉 

連携図は平成３０年 

７月に発行してますが 

今年度は４月に情報 

収集、５月に修正し 

６月に発行予定とし 

ております。 

 

掲載機関は医療機関 

（病院・在宅療養支援 

診療所届け出機関） 

介護事業所（地域包括 

支援センター・介護事 

業所、高齢者サービス 

付き住宅）で、発行 

部数は５００部として 

おります。 

 

白河地域在宅医療・福祉連携図情報収集 

白河地域在宅医療拠点センター通信 

令和元年度最後となる第３６回ＡＣＰコアメンバーによるグルー

プワークが拠点センターで３月１６（月）に開催されました。 

冒頭、グループ長の東光久医師から、コロナの影響も考えたが、

この集まりは非特定の方々の集まりでなく、換気・空調もあり、

閉鎖された空間ではないので、開催することとした旨、説明が 

ありました。 

 

続いて、前回話された２０２０年度の活動の目標の振返りが行わ

れ、（１）白河市高齢者サロン（あったかセンター）１０ヶ所に

おける ACP 出前講座（２）劇団員を起用しての ACP 市民講座

（３）未開催の特養・老健施設への ACP 出前講座（４）ACP サポ

ーター養成講座の実施（５）ジャパンＳＤＧｓアワードへの応募 

との、りマインドがなされました。 

 

杉原副センター長から令和２年度の出前講座の計画ともしバナゲ

ームしらかわ版の見直しについて、メンバー間で討議が行われ

た。 

東グループ長からは、白河厚生病院と総合南東北病院のがん医療 

従事者で行っている FUKUSHIMA 塾での ACP＆もしバナゲームの提

案があり、開催の場合、コアメンバーにファシリテーターを努め

ていただきたいとの要請がありました。予定は５／１５（金）の 

予定。 

杉原副センター長から、コアメンバー２名の方が抜けられ、新た

に１名の新メンバーが加わることとなった旨、報告があつた。 

また、新型コロナウイルス感染症に関する動画の放映が行われ 

閉会となった。次回は４月２０（＊）の開催予定との告知がなさ

れた。 

（＊）コロナウイルス感染予防の観点から中止となった 

   今後、ZOOM などの会議 ITツールの活用を検討予定 

 
 



   

   

（参考）ホームページ閲覧時のユーザー名：ishikai パスワード：xxx18 

 

毎年度集計している、白河地域での在宅診療患者数及び介護施設におけ 

る看取り数を集計中です。 

 

在宅診療をしていただている医師は現在１３名で、訪問診療・往診患者 

実数と患者さんの自宅での看取り数を集計しております。 

 

介護施設（特養・老健・サ高住等）における看取り数は、施設での看取り 

に加え、施設から病院に移られた患者の看取り数の把握も行っておりま

す。 

 

集計結果は白河地域拠点センターのホームページに掲載を予定しており

ます。 

 

 

令和元年度 在宅診療者数、看取り数調査の集計 

   介護施設空床情報について 

白河地域拠点センターのホームページには、「施設空床情報一覧」を掲

載しております。 

 

ホームページ上の医療・介護情報のバナーをクリックし、ユーザー名：

ishikai パスワード：xxx18 と入れていただくと医療・介護関係者

のページが表示されます。 

 

そのページの左下のメニューに施設空床情報が掲載されており、２週間

分の情報が掲載されていますので、ご活用下さい。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響から、今年度の役員会集合は中止と

し、4 月 15 日に YouTube 配信により杉原センターより下記内容につい

て報告・説明が行われ、協議事項については、配信終了後のアンケー

トで承認されました。 

 

第１号議案：令和元年度活動報告について 

①白河地区訪問介護職員協議会総会が 6 月 19日に開催。 

②役員会は 4月 17 日、6月 5日、7 月 18 日、3 月 17 日の年４回開催 

③研修会は 7月 18 日：薬剤師が介護サービスに入る恩恵 

      9 月 17 日、9 月 24 日：排泄ケア研修会 

     11月 12 日：介護事故とは？（介護事故予防） 

  令和 2 年 1 月 17 日：高齢者がかかりやすい病気について 

 

第２号議案:令和２年度 活動計画（案） 

１．総会および役員会  

(1) 協議会総会：令和２年５月を予定 

   ①報告事項 第１号議案 令和元年度活動報告 

   ②協議事項  第２号議案 令和２年度活動計画 

         第３号議案 役員改選 

(2）役員会 

     ２～３ヶ月に１回ぐらい開催する。 

 

２．研修会・講演会の開催 

  ６月：MCS について 

  ９月：ユマニチュードについて 

  11 月:ACP＆もしバナゲーム 

     1 月：調理実習 

 

第３号議案 役員改選について 

  全員留任とし、一事業所 1 名の選任とする。ただし、選任は任意

とする（11 名再任） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響から、今年度第 1 回の白河地域医療・

介護連携推進協議会は中止とし、4 月 20 日～4 月 30 日まで YouTube 配

信により杉原センターより下記内容について報告・説明が行われまし

た。 

 

協議事項については、協議会メンバーから視聴後に FAX によるアンケ

ート回答が寄せられ、当該回答・意見を反映した（＊）事業運営を行

うこととなりました。 

 

 

（１） 実績報告（事前に郵送された資料の閲覧を要請） 

（２） 事業計画（事前に郵送された資料に沿い、説明） 

（３） 協議事項 

（ア） 地域の医療機関・介護事業所等の情報収集及び活用に

関すること 

（イ） 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討に関す

ること 

（ウ） 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること 

（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談 

（カ） 在宅医療・介護関係者の研修に関すること 

（キ） 地域住民への在宅医療・介護情報連携の普及に関する

こと 

（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携に関す

ること 

 

その他    拠点センターの事業について気付かれたこと 

     

（＊）アンケートの集計結果を踏まえた事業計画（修正版）について 

は次号のセンター通信でお伝えいたします。 

第５回訪問介護役員会 

白河地域医療・介護連携推進協議会 

第３７回 ACP コアメンバー会議は在宅医療拠点センターで開催される 

予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止とな

りました。 

 

このような状況の解消の見込みが立たないため、５月以降の ACP コア 

メンバー会議は、ZOOM というオンライン会議システムを活用すること 

し、そのためのテスト運用が４月２７日の午後、行われました。 

 

当日は６名の ZOOM 参加人数でしたが、拠点センターが導入した ZOOM

のプロ版の機能により、40分を超える会議も可能となっており、また 

画面共有により、ワード・パワーポイントや YouTube 動画の共有が参

加者全員に共有でき、また会議の記録（映像・音声）もできることか

ら、有用なツールと認識できました。 

 

５月は１８日（月）の開催予定となっておりますので、当該 ZOOMに 

よる会議を予定しております。 

 

しかしながら ZOOM の使用はすこし慣れが必要なことと、やはり 

Face to face の会議に勝るものではないため、ソーシャル・ディスタ

ンスを十分に保てるより広い事務所の確保が課題と認識いたしまし

た。 

 

  

第３７回 ACP コアメンバーグループワーク 

   YouTube 動画 URLについて 

 

第５回訪問介護役員会（5/15）、白河地域医療・介護連携推進協議会

（5/20～）について下記、URL より視聴可能となっております。 

 

訪問介護役員会 

https://youtu.be/tax-AzqF00M  

 

医療・介護推進協議会 

https://youtu.be/CH0Le5ruD-Y 

 

（注）いずれも限定公開版ですので、センター通信送付先以外の方へ 

   の拡散はご遠慮ください。 

 

 

https://youtu.be/tax-AzqF00M
https://youtu.be/CH0Le5ruD-Y

