
令和元年度在宅医療関係年間スケジュール表【愛知県】

担当課 事業名等 取組内容 時期 方法 対象等 協力団体等

医務課 在宅医療推進協議会
県内の在宅医療の推進を図るため、多職種の在宅医療関係者で構
成する「在宅医療推進協議会」を設置し、在宅医療に関する課題、
対策等を検討する。

令和2年2月予定 会議
愛知県医師会を始めとした関係団体の
代表者と学識経験者からなる委員20名

【小児在宅医推進に係る調整会議】
平成31年4月～令和2年3月（3回程度）

会議 愛知県医師会への委託

【小児在宅医療に従事する医師向け研修】
平成31年4月～令和2年3月（1回）

研修・講演 医師等 愛知県医師会への委託

【小児医療従事者ネットワーク従事者研修】
平成31年4月～令和2年3月（3回）

研修・講演
医師、看護師、保健師等
多職種

愛知県医師会への委託

医務課 在宅医療推進研修事業

地域の医師を始めとした医療介護福祉従事者に対し、在宅医療を導入・継続する上で
必要な技術や知識の習得に係る研修を全県レベルで実施し、在宅医療に資する医療
資源の増加及び強化を図ることにより、本県における在宅医療提供基盤の拡充を図
る。

令和元年9月～令和3月（5回） 研修・講演
医師、看護師、保健師等
多職種

愛知県医師会への委託

【講師人材フォローアップ研修会】
令和元年6月16日

研修・講演
医師や看護師、医療ソー
シャルワーカー等医療介
護福祉従事者

国立長寿医療研究センターへの委託

【相談対応力向上研修会】
令和元年7～10月（10回）

研修・講演
医師や看護師、医療ソー
シャルワーカー等医療介
護福祉従事者

国立長寿医療研究センターへの委託

【フォローアップ研修会】
令和元年12～3月（10回）

研修・講演
医師や看護師、医療ソー
シャルワーカー等医療介
護福祉従事者

国立長寿医療研究センターへの委託

医務課 年間スケジュールの策定
在宅医療の推進における課題について関係団体間で共有し、計画
的に課題の解決に向けた取組を行うために関係者間で年間スケ
ジュールを策定する。

令和元年5月
その他

（情報共有）
在宅医療に関係する職
能団体

医務課
在宅人工呼吸器使用者非常
用電源整備事業

訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時におい
ても稼働できるよう、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診療している医療機関
において、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備する。

未定（9月以降） 補助金
訪問診療が必要な人工
呼吸器使用患者を診療
している医療機関

医務課
訪問看護ステーション長期派
遣研修事業

訪問看護ステーションの充実を図るため、病院に勤務する看護師を
訪問看護ステーションに長期間派遣し、在宅ケアが必要な患者の
ニーズを適切に判断できる看護師を養成する。

補助対象期間：
　平成31年4月～令和2年3月

補助金 病院に勤務する看護師

医務課 訪問看護職員就労支援事業
訪問看護ステーションの充実を図るため、訪問看護ステーションに新
規採用された看護職員が就労しながら研修を受講する際の経費を
助成する。

補助対象期間：
　平成31年4月～令和2年3月

補助金
訪問看護ステーションに
初めて新規採用された
看護職員

医務課
新人訪問看護職員研修
（看護研修センター事業）

愛知県看護研修センターにおいて実施する、新人訪問看護職員研
修に要する経費に対し助成する。

補助対象期間：
　平成31年4月～令和2年3月

研修・講演
訪問看護ステーションに
初めて新規採用された
看護職員

【訪問看護推進事業の事業報告及び翌年
度計画に関する会議】
令和元年11月予定

会議 なし
名古屋市健康福祉局、愛知県医師会、愛知県看
護協会、名古屋市医師会、愛知県病院協会、愛
知県訪問看護ステーション協議会

【訪問看護師及び病院看護師の相互研修】
令和元年7月～8月（各5日程度1回）

研修・講演
訪問看護ステーション及
び病院に勤務する看護
師

愛知県看護協会

【在宅医療に関する講演会】
令和元年5月9日、11月20日（2回）

研修・講演 看護師、一般県民 愛知県看護協会

【訪問看護ステーションへの出前講座】
平成31年4月～令和2年3月（10回程度）

研修・講演 訪問看護ステーション 愛知県看護協会

【訪問看護職員養成講習会】
令和元年6月～9月（32日1回）

研修・講演
訪問看護ステーションに
初めて新規採用された
看護職員

愛知県看護協会

【訪問看護職員交流会】
令和元年11月（1回）

その他
（情報交換会）

訪問看護ステーションに
初めて新規採用された
看護職員

愛知県看護協会

医務課 看護職員専門分野研修事業 認定看護師育成のため研修を実施する医療機関等へ助成する。
補助対象期間：
　平成31年4月～令和2年3月

補助金
看護師免許取得後、実
務研修が５年以上の者

愛知県看護協会

【障害者歯科医療ネットワーク連絡協議会】
令和元年9月～2月（3回）

会議
歯科医師、歯科衛生士
等

愛知県歯科医師会、障害者歯科医療セン
ター（県内12施設）、愛知学院大学歯学部附
属病院、愛知県医療療育総合センター

【障害者歯科認定協力医研修会】
講演会：年4回
研修・実習：年10回から12回

研修・講演 歯科医師
愛知県歯科医師会、愛知歯科医療セン
ター、障害者歯科医療センター（県内
12施設）

【チーム医療同行訪問研修】
＜第1回＞5月
＜第2回＞6月

研修・講演 薬剤師 愛知県薬剤師会

【栄養評価研修】令和元年10月 研修・講演 薬剤師 愛知県薬剤師会

【褥瘡研修】
＜基礎編＞8月＜上級編＞10月
＜臨床編＞11月～3月

研修・講演 薬剤師 愛知県薬剤師会

【フィジカルアセスメント研修】
未定（年2回）

研修・講演 薬剤師 愛知県薬剤師会

健康対策
課

在宅療養支援歯科医養成推
進事業

学校法人愛知学院（愛知学院大学）に寄附講座を設置し、在宅歯科医療の能力を有
する歯科医師の養成及び在宅歯科医療に関する研究を行うとともに、その研究成果の
普及啓発を行い、地域歯科医療の向上と県民の健康増進に寄与することを目的とす
る。

平成31年4月～令和2年3月
その他

（寄付金）
歯学部学生、歯科医師
臨床研修医

寄附講座の設置

【研修企画会議】
令和元年5月～令和2年3月（2回）

会議 なし 愛知県歯科医師会

【在宅歯科医療普及研修会】
令和元年5月～令和2年3月（12回）

研修・講演
医師、歯科医師等多職
種

愛知県歯科医師会

【研修打合せ会議】
令和元年5月～令和2年3月（2回）

会議 なし 愛知県歯科衛生士会

【口腔健康管理研修会】
令和元年5月～令和2年3月（7回）

研修・講演 歯科衛生士 愛知県歯科衛生士会

【多職種連携評価】
令和元年5月～令和2年3月（1回）

調査・研究 なし 愛知県歯科衛生士会

【口腔ケア等の技術指導】
平成31年4月～令和2年3月

その他
（技術指導）

歯科医師、歯科衛生士 愛知県歯科医師会

【口腔ケアに関する講義】
平成31年4月～令和2年3月

普及啓発
介護を行う家族及び施
設職員等

愛知県歯科医師会

【在宅歯科診療に関する情報提供】
平成31年4月～令和2年3月

その他
（情報提供）

県民、介護事業所等 愛知県歯科医師会

国民健康
保険課

医薬安全
課

健康対策
課

健康対策
課

健康対策
課

医務課

医務課

医務課

医務課
ナースセンター事業
（うち訪問看護支援事業）

小児在宅医療普及推進事業

人生の最終段階における医療
体制整備事業

訪問看護推進事業

様々な疾患や障害を抱える住民が、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護の多職種
と連携し、口から安全に食べるための支援に向けた口腔健康管理を
マネジメントできる歯科衛生士を養成し、地域包括ケアシステムの推
進を図る。

地域包括ケア対応歯科衛生
士養成事業

薬剤師在宅医療対応研修事
業

在宅歯科医療普及研修事業

障害者歯科医療ネットワーク
推進事業

在宅や施設での要介護高齢者が増加していく中で、愛知県歯科医
師会に設置した「在宅歯科医療連携室」に歯科衛生士を配置し、地
域の歯科診療所等からの要請に基づき歯科衛生士を派遣し、口腔
ケア等の技術指導を行うとともに、介護を行う家族及び施設職員等
に口腔ケアに関する講義を実施する。
また、県民からの在宅歯科医療の要望を受け付け、歯科診療所等
への情報提供を行うことにより在宅歯科医療の推進を図る。

在宅歯科医療連携室事業

小児医療従事者が地域の小児在宅医療の現状と課題を把握し、そ
れに向けた対策を検討したうえで、医療的ケア児の処置方法を学ぶ
研修や小児在宅医療に従事する多職種の連携を育む研修の実施
を通して、医療的ケア児が地域で安心して暮らせる体制を整備す
る。

人生の最終段階に受ける医療やケアに対する本人の希望につい
て、意思決定を支援できる相談員を養成するための研修を実施し、
県民が心穏やかに人生の最期を迎えることができる体制を県内全域
で整備する。

薬剤師として在宅医療に必要な知識及びノウハウを習得するための
研修会を開催。

病院関係者が、口腔ケアの正しい知識・技術を習得し、誤嚥性肺炎
予防につながる適切な口腔ケアの実践により入院期間の短縮をめざ
すとともに、退院後も切れ目なく地域の歯科診療所による口腔機能
管理が実施できるよう、病院と歯科診療所の医療機能の分担及び連
携を強化することにより、多職種連携の推進及び在宅歯科医療の普
及を図る。

訪問看護を推進するため推進協議会を開催し、実態調査、研修等を
実施する。

従来、一部医療機関に限られていた障害者歯科医療について、障
害者が近くで短期間に受診が可能となるよう、障害者歯科医療にか
かる連絡協議会を設置し、ネットワーク構築に係る協議及び情報交
換等を行う。また、県内歯科医師（歯科医療機関）に対する一般的な
障害者歯科医療の基礎知識の普及のための講演会、障害者歯科
専門医を育成するための研修及び実習を行う。

看護師の人材確保を図るため、愛知県ナースセンターを運営する。
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【歯科衛生士バンク登録事業】
平成31年4月～令和2年3月

その他
（人材確保、
情報提供）

歯科衛生士 愛知県歯科衛生士会

【カムバック研修会（事前学習、集合研修6
回、臨床見学）】
平成31年4月～令和2年3月

研修・講演 歯科衛生士 愛知県歯科衛生士会

【働きやすい職場環境の整備】
平成31年4月～令和2年3月（6回）

研修・講演
歯科医師、歯科衛生士
等

愛知県歯科衛生士会

【歯科衛生士養成施設との連携強化】
平成31年4月～令和2年3月（2回）

その他
（人材確保）

歯科衛生士養成施設 愛知県歯科衛生士会

健康対策
課

在宅歯科診療設備整備費補
助金

在宅歯科医療を実施する医療機関に対して、歯科医師が行う在宅
歯科医療に必要となるポータブルユニット等の医療機器等の購入経
費の助成を行う。

随時 補助金
在宅歯科診療を実施す
る医療機関

愛知県歯科医師会

健康対策
課

在宅介護者歯科口腔保健推
進設備整備費補助金

在宅歯科診療を実施する医療機関に対して、歯科衛生士が行う在
宅療養者への口腔ケアや口腔保健指導に必要となる口腔清掃用具
等の購入経費の助成を行う。

随時 補助金
在宅歯科診療を実施す
る医療機関

愛知県歯科医師会

健康対策
課

在宅療養高齢者歯科保健推進事
業（地域歯科医療推進事業費補
助金の補助対象事業の一つ）

愛知県歯科医師会に対して、在宅療養高齢者の歯科保健推進のた
めに実施する講演会、研修会、研究会、座談会等における経費を助
成する。

平成31年4月～令和2年3月 補助金 愛知県歯科医師会 愛知県歯科医師会

高齢福祉課　地
域包括ケア・認
知症対策室

地域在宅医療・介護連携推進
支援事業費

保健所機能を活用した在宅医療・介護連携の広域的な支援として、
２次医療圏単位を基本に、意見交換や研修を実施する。

会議・研修・
講演

在宅医療・介護連携関
係者

各保健所にて随時開催

【ネットワーク会議】
調整中（年3回程度）

会議・研修・
講演

地区医師会・市町村職
員等

愛知県医師会への委託

【実態調査】
調整中（年2回）

調査・研究 愛知県医師会への委託

【地域医療介護委員会】
隔月（年６回）

会議
委員構成：医師会、病院
協会、歯科医師会、薬剤
師会の有識者及び県

愛知県医師会への委託

【調査及び情報収集】
随時

調査・研究 関係機関等 愛知県医師会への委託

【保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム】
令和2年2月（年1回）※ テーマは地域リハを予定。 普及啓発

医療関係者、市町村職
員、一般県民

愛知県医師会への委託

健康対策
課

高齢福祉課　地
域包括ケア・認
知症対策室

高齢福祉課　地
域包括ケア・認
知症対策室

保健医療福祉連携強化普及
啓発事業

保健、医療、福祉関係者の連携強化に資する調査及び情報収集を
行い、その成果を広く県民にアピールするためのシンポジウムを開
催する。

歯科衛生士再就業支援事業

地域包括ケアの推進に向け、在宅歯科医療及び口腔ケアに取り組
む歯科診療所の充実が求められており、それに従事する歯科衛生
士の人材確保を図ることが必要であることから、未就業歯科衛生士を
対象に復職を支援するための事業を行う。

在宅医療・介護連携推進事業
ネットワーク会議

医療・介護連携の中心的な役割を担う地区医師会及び市町村の関
係者が一堂に会し、広域的な連携の促進や多職種連携の対応能力
向上を図るための全県的なネットワーク会議を開催する。
また、郡市医師会、市町村に対し実態調査を実施することで、各市
町村における取組や、地域における現状を把握し、各市町村や地域
における強みや弱みを整理し、課題の抽出を行う。


