
令和元年度在宅医療関係年間スケジュール表【関係団体】

実施団体 事業名等 取組内容 時期 方法 対象等 協力団体等

【せん妄対策研修会】
12月・1月・2月（年3回）

研修・講演

医師・看護師・薬剤師・リハビリ
関連職・介護職・栄養士・ソー
シャルワーカーなど多職種の医
療従事者

【摂食・嚥下機能支援に関する研修会】
未定（2回）

研修・講演

医師・歯科医師・看護師・薬剤
師・リハビリ関連職・介護職・栄
養士・ソーシャルワーカーなど
多職種の医療従事者

【ネットワーク会議】
6月・10月・2月（3回）

会議
（研修等含む）

地区医師会・市町村職
員

【実態調査】
6月～11月頃（1回）

調査・研究
郡市医師会・市町村職
員

【小児在宅医療推進企画委員会】
不定期

会議
委員構成：医師（オブザーバー：愛知
県担当者）

【重症心身障害児者に従事する医師向け研
修】
調整中（1回）

研修・講演 医師

【小児医療従事者とのネットワーク構築のた
めの研修】
調整中（3回）

研修・講演
医師・看護師・歯科医師・薬
剤師・リハビリ関連職など多
職種の医療従事者

【小児在宅死亡例検討ワーキンググループ】
不定期

会議 参加者：医師

【在宅療養高齢者歯科保健推進事業講演
会】
8/4予定（年1回）

研修・講演
歯科医師および歯科医
療従事者

【在宅療養支援歯科診療所連絡会】
8/4予定（年1回）

研修・講演
歯科医師および歯科医
療従事者

【喀痰吸引研修会】
11/17予定（年1回）

研修・講演
歯科医師および歯科医
療従事者

【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）

歯科医療従事者、県民、
介護施設職員

【口腔ケアに関する講義】
平成31年4月～令和2年3月

研修・講演 県民、介護施設職員

【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

歯科医師会
歯科医師認知症対応力向上研
修事業

高齢者が受診する歯科医師に対し、認知症の人本人とその家族を
支えるために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性を習
得するための研修を実施する。

歯科医師認知症対応力向上研修会
(年2回：9/12・2/2予定）

研修・講演 歯科医師

歯科医師会 介護職員口腔ケア研修事業
主として看護職員のいない小規模な介護保険事業所の介護職員
に対する口腔ケアに関する研修会を実施する。

介護職員口腔ケア研修会
（年2回：11/14午前・午後予定）

研修・講演 介護職員

【障がい者歯科医療ネットワーク連絡協議
会】
9/5，11/28，2/6予定（年3回）

会議

県行政、医師会、障がい者診
療施設、障がい者歯科医療セ
ンター、障がい者高次医療機
関、歯科医師会

【障がい者歯科認定協力医研修会】
普及講演会：4回　研修会：6回　臨床実習：4回　口腔機
能評価実習：１回　令和元年5月～11月

研修・講演
県民、歯科医師、歯科医
療従事者

【ネットワークの運用】
平成31年4月～令和2年3月

その他
歯科診療所、障がい者診療施
設、障がい者歯科医療セン
ター、障がい者高次医療機関

【報告書等の作成】
平成31年4月～令和2年3月

その他
障がい児（者）関係施
設、市町村、保健所等

歯科医師会 在宅歯科医療普及研修事業
病院と歯科診療所の連携による在宅歯科医療の普及・推進のため
の研修会を実施する。

令和元年9月～令和2年1月
(年12回）

研修・講演
病院関係者、歯科診療所
の在宅歯科医療従事者(歯
科医師、歯科衛生士等）

【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
（普及・復職相談・
情報発信等）

歯科衛生士、歯科衛生
士学生

【カムバック研修会】
9/1,10/6,20,11/24,28,1/19（年6回）

研修・講演 未就業歯科衛生士 愛知県歯科衛生士会

【働きやすい職場環境の整備】
調整中（年6回）

研修・講演
歯科医師、歯科衛生士
等

【歯科衛生士養成施設との連携強化（会議）】
6/13・調整中（年2回）

会議
その他

（情報提供）
歯科衛生士養成施設

【チーム医療同行訪問研修】
5月、6月予定（年2回）

研修・講演 薬剤師

【栄養評価研修】
10月予定（年1回）

研修・講演 薬剤師

【褥瘡研修】
＜基礎編＞8月　＜上級編＞10月
＜臨床編＞11月～3月予定　（3回）

研修・講演 薬剤師

【フィジカルアセスメント研修】
調整中（年2回）

研修・講演 薬剤師

薬剤師会
薬剤師認知症対応力向上研修
事業

高齢者が受診した際や受診後等に接する薬局・薬剤師に対し、認知症の
人本人とその家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の連携
の重要性等を習得するための研修を実施することにより、認知症の疑いの
ある人に早期に気づき、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その
後も認知症の人の状況に応じた薬学的管理を適切に行い、認知症の人へ
の支援体制構築の担い手となることを目的とした研修会を開催。

【薬剤師認知症対応力向上研修】
令和元年7月、9月、令和2年1月予定（年3
回）

研修・講演 薬剤師

医師会

医師会

医師会

在宅歯科医療及び口腔ケアの推進に必要な歯科衛生士の人材確
保を図るため、未就業歯科衛生士の復職を支援するための事業を
実施する。

歯科衛生士再就業支援事業

薬剤師在宅医療対応研修事業
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。

在宅療養高齢者歯科保健推進
事業

在宅療養高齢者の歯科疾患の早期発見、予防による健康の保持・
増進を図るため、歯科医療関係者に対して在宅療養高齢者の口
腔機能管理を目的とした研修会を実施する。

在宅歯科医療連携室事業

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。

障がい者歯科医療ネットワーク
推進事業

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。

在宅医療の導入方法や関連職種との連携構築に関する研修を実
施する。

在宅医療推進研修事業

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たネットワーク会議を開催することにより、連携
を促進するとともに、有識者による研修を実施することにより、多職
種連携の対応能力向上を図る。

小児在宅医療普及推進事業

小児在宅医療に対応できる医療関係者の養成を図るため、小児在
宅医療を実施している訪問看護ステーションにおいて、医師、歯科
医師、訪問看護師等に対し、研修を実施する。また、県内各地で小
児在宅医療に関する事例検討会を開催する。

歯科医師会

歯科医師会

歯科医師会

歯科医師会

薬剤師会



【退院調整看護師養成研修】
令和元年7月

研修・講演 看護職員

【地域包括ケアに関する研修】
令和元年6月、9月（2回）

研修・講演 看護職員

【出前講座（訪問看護領域、在宅医療・介護
施設領域）】
令和元年7月～令和2年1月（14回）

研修・講演 看護職員

【訪問看護推進研修】
令和元年7月～11月

研修・講演 看護職員

【訪問看護職員養成研修】
令和元年6月～9月

研修・講演 看護職員

【訪問看護認定看護師教育課程の開講】
令和元年４月～令和2年3月

研修・講演 看護職員

【地域包括ケア推進看護連携検討会】
令和元年4月～令和2年3月

会議
看護職員、介護職員、
MSW、ケアマネ等

【多職種連携交流会】
令和元年4月～令和2年3月

その他
（交流会）

【ふれあい看護フォーラム（名古屋・豊橋）】
令和元年5月（2回）

普及啓発 県民

【地区支部健康公開講座】
令和元年6月～令和2年1月（10回）

普及啓発 県民

【まちの保健室活動】
令和元年6月～令和元年2月（5回）

普及啓発 県民

【訪問看護ステーションたかつじ、居宅介護
支援事業所たかつじの運営】
令和元年４月～令和2年3月

その他
（訪問看護
の提供）

県民
看護職員

【在宅施設等で働く看護職の実態調査】
令和元年7月ころ

その他
（ケアマネジメント

の提供）

県民
看護職員

栄養士会
在宅医療・介護人材委育成研修
会

在宅訪問栄養食事指導の即戦力を更にレベルアップした管理栄
養士を幅広く養成するため、演習・実務中心の内容で立案する。

6月22日、9月14日 研修・講演
（公社）愛知県栄養士会
会員（管理栄養士・栄養
士）

講師：医師・在宅訪問栄養食事指導
実践者

栄養士会
在宅医療・介護人材委育成スキ
ルアップ研修会

医療圏ごとに居宅療養管理指導・訪問栄養食事指導の活動をして
いる管理栄養士（愛知県栄養士会会員）を一堂に集め、講演と事
例発表をし、会員同士の交流を深め、技術的スキルアップを図る。

12月14日 研修・講演
（公社）愛知県栄養士会
会員（管理栄養士・栄養
士）

栄養士会
在宅医療・介護委員会運営会
議、地区担当者会議、全体会議

愛知県１１医療圏に在宅訪問栄養食事指導ができる管理栄養士を配置し
地区組織活動を推進している。運営会議では、全体の企画を行う。地区担
当者会議では、地区担当のリーダーを集め、活動報告、課題の抽出、解決
策を検討している。全体会議では、訪問指導をしているメンバー全員で情
報交換を行い、士気を高めていく。

運営会議：奇数月
地区担当者会議：偶数月
全体会議：年1回

会議
（公社）愛知県栄養士会
会員エントリー者

栄養士会
よりソリプロジェクト（栄養ケア寄り
添い型ソリューション）※全国事
業

日本栄養士会では、平成29年度より、現状把握と人材育成、リスク
高齢者への実践プログラム開発、体制整備に取り組んでいる。今
年度はモデル事業として・通所介護施設から在宅を見据えた介護
予防事業・地域共生社会に係る事業・課題分析・人材育成及び確
保体制の強化を計画している。

会議
（公社）日本栄養士会・
都道府県栄養士会

連絡協議会の設置［自治体、地域包
括支援センター職員、介護支援専門
員、介護事業者、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、医師、歯科医
師、薬剤師、看護師、歯科衛生士等］

理学療
法士会

リハビリテーション情報センター
事業

愛知県内リハビリテーション実施施設の情報発信、リハビリテーショ
ン専門職の就業相談、電話による相談、啓発冊子の配布、地域
ネットワークの形成支援など

通年

その他
（普及啓発、
諸会議、
調査研究）

理学療法士・作業療法士・言語
聴覚士・歯科衛生士会・栄養士
会・医師会・看護協会等医療専
門職及び県民

愛知県作業療法士会・愛知県言語聴
覚士会

理学療
法士会

喀痰吸引実技研修会
県内リハビリテーション専門職へ吸引技術の実技研修を行い在宅
医療に資する人材育成を行う

10月・11月頃 研修・講演
理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士

愛知県作業療法士会・愛知県言語聴
覚士会

理学療
法士会

チーム医療推進研修
急性期医療から在宅医療、療養に関わるチーム医療推進のための
研修を行い在宅医療の普及のための地域を得る

2月頃 研修・講演
理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士他

愛知県作業療法士会・愛知県言語聴
覚士会・医師会・看護協会・栄養士
会・歯科衛生士会等

理学療
法士会

訪問リハビリテーション実務者研
修

リハビリテーション専門職における在宅医療に多する中心的な活動
となる訪問リハビリテーションに関わる実務者研修を行い在宅医療
の推進に努める

12月頃 研修・講演
理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士他

愛知県作業療法士会・愛知県言語聴
覚士会・看護協会等

理学療
法士会

地域包括ケア推進委員会
在宅医療推進を含めた地域包括ケア推進に向けた検討・協議を行
う。

通年 会議
理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士他

愛知県作業療法士会・愛知県言語聴
覚士会

理学療
法士会

小児リハビリテーション連続講座
小児の在宅リハビリテーションを含む医療において関係者及び当
事者に向けた研修活動を行う。

夏ごろより開催予定（年3回） 研修・講演
理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士・県民・ケース
ワーカー・教育関係者等

愛知県作業療法士会・愛知県言語聴
覚士会

作業療
法士会

地域包括ケアに資する人材育成
研修会

地域リハビリテーション専門職介護予防指導者育成事業の一部と
して地域におけるリハビリテーション専門職の必要性に対する理解
を深め、作業療法士に特化した内容で研修会を実施する。

令和元年11月ごろ 研修・講演 作業療法士等
愛知県理学療法士会
愛知県言語聴覚士会

作業療
法士会

地区委員設置
行政、地域の作業療法士および愛知県作業療法士会との連携の
窓口になる委員を各市町村に随時設置し、各市町村の現状の把
握、連携を図っていく。

【地区委員会議】
令和元年9月頃

会議 作業療法士
地区委員の人選は介護予防に関する
市町村支援事業の対象市町村を優先
的に随時行っていく。

【研修会運営会議】
平成31年4月～令和2年3月（年4回程度）

会議 こども支援委員会　委員

【研修会】
第1回　7月27日（土）　第2回　11月9,10日
（日）
第3回　2月15日（土）

研修・講演 作業療法士、教員等

【チャレンジドフェア運営会議】
平成31年4月～令和2年3月（年3回程度）

会議 こども支援委員会　委員
愛知県理学療法士会
愛知県言語聴覚士会

【チャレンジドフェア】
令和2年2月予定

普及啓発

障がいをもったお子様・そのご
家族、学校関係者、福祉関係
者、作業療法士、理学療法士、
言語聴覚士、その他福祉機器
に興味のある方等

愛知県理学療法士会
愛知県言語聴覚士会

言語聴
覚士会

地域リハビリテーション研修会
生活期に従事するリハ専門職（主に言語聴覚士）向けに、摂食嚥
下・言語障害をテーマに研修を行い人材育成をはかる

7月6日 研修・講演 リハ専門職

言語聴
覚士会

地域包括ケア推進リーダー研修
地域包括ケアに関して、言語聴覚士が専門性を理解し、地域活動
を担える人材を育成する研修

10月予定 研修・講演 言語聴覚士 日本言語聴覚士協会

言語聴
覚士会

介護予防推進リーダー研修
介護予防事業を理解し、言語聴覚士が地域の介護予防事業で活
動できる人材を育成する研修

11月予定 研修・講演 言語聴覚士 日本言語聴覚士協会

言語聴
覚士会

地区検討会
愛知県内の6つのブロックでの地域包括ケアや介護予防などにつ
いて報告・検討を行う研修

10～12月予定 研修・講演 言語聴覚士

言語聴
覚士会

リハ3士会主催
介護予防指導者育成研修
地区会・全体会

介護予防事業で地域で指導できる人材を育成する研修会 10～12月予定 研修・講演 リハ３職種
愛知県理学療法士会
愛知県作業療法士会

こども支援委員会研修会
愛知県内におけるこどもの作業療法に関心のあるもの（主に作業
療法士）にむけて、広く知識を深める場を提供するための研修会及
び運営会議を開催する。

チャレンジドフェア
理学療法士会、言語聴覚士会と協同して、こどもに関する福祉機
器展及び運営会議を開催する。

在宅医療を推進するため地区支部が主体となり、地域の課題や地
域で進められている施策を知ること、地域の看護職同士あるいは多
職種の連携を図ることを目的とした事業。

在宅医療の推進に関する事業

県民の健康及び福祉の増進に
関する事業

県民を対象に様々なテーマで健康講座を開催すると共に、定期的
に健康チェックや健康相談を実施する事業。

昭和区、瑞穂区の住民を中心に訪問看護並びにケアマネジメント
を提供する事業。さらに、在宅施設等で働く看護職員の課題を明ら
かにするための調査。

在宅看護の推進に関する事業

在宅医療ニーズが急増する中、病院と在宅をつなぎ地域での療養
継続を支える訪問看護職員を中心にとした人材育成を目的とした
事業

看護の質向上に関する事業看護協会

看護協会

看護協会

看護協会

作業療
法士会

作業療
法士会



歯科衛
生士会

「卒後３年未満対象歯科衛生士
研修会」（歯科衛生士離職防止
事業）

卒後３年未満の歯科衛生士を対象に研修会を行う。研修会では業
務の専門性、職業意識を高め早期離職を防止する。

令和元年7月～令和2年12月
研修・講演
（交流会含む）

卒後３年未満の歯科衛
生士

愛知県

【研修】
令和元年6月～8月

研修・講演 歯科衛生士 愛知県

【訪問診療・介護施設見学】
令和元年10月～12月

研修・講演 歯科衛生士 愛知県

【調査】
令和2年1月～

調査 歯科衛生士 愛知県

歯科衛
生士会

愛知県歯科衛生士会研修会
（学術普及啓発事業）

歯科衛生士の資質向上を図るための研修会等を実施する。 令和元年6月～令和2年2月
研修・講演
（実習含む）

歯科衛生士（会員　非会
員）

歯科衛
生士会

専門的口腔ケア対応人材育成
事業
（学術普及啓発事業）

専門性の高い口腔機能管理ができる歯科衛生士を育成する。
A障がい児者を専門にしたコース
B病院、高齢者施設、在宅訪問を専門にしたコース
講義2ヶ月、臨地実習2カ所　約1年間の研修プログラム

令和元年5月～令和2年4月
研修・講演
（発表含む）

免許取得３年以上の歯
科衛生士

歯科衛
生士会

県民公開シンポジウム
（口腔保健普及啓発事業）

県民の健康と福祉の保持増進に貢献する。また社会の中で歯科衛
生士ができる支援・役割について普及する。

令和2年1月予定 研修・講演 県民対象 愛知県

ＭＳＷ
協会

人生の最終段階の意思決定支
援研修

ソーシャルワーカーが、医療チームの一員として積極的に人生の
最終段階の意思決定に関わる意味を理解し、意思決定支援の実
践力を高める。

令和元年6月～10月
全8回

研修・講演
病院、診療所、老健、居宅介護
支援事業所、地域包括に勤務
するソーシャルワーカー

ＭＳＷ
協会

意思決定支援委員会
あいちACPプロジェクトの講師人材研修を受講した会員で構成する委員会
にて、ソーシャルワーカーが行う意思決定支援のガイドライン案をまとめ、各
現場の会員が意思決定支援に関与する体制整備の一助とする。

令和元年8月～令和2年3月
3回程度

会議
病院、診療所、老健、居宅介護
支援事業所、地域包括に勤務
するソーシャルワーカー

ＭＳＷ
協会

認定社会福祉士分野別研修　が
んとソーシャルワーク

がん患者を理解するための理論と支援する方法について講義およ
び事例研究等により学ぶ。

令和元年11月
全2回

研修・講演
病院、診療所、老健、居宅介護
支援事業所、地域包括に勤務
するソーシャルワーカー

愛知県社会福祉士会

ＭＳＷ
協会

ブロック活動

概ね医療圏相当に区分けされた13ブロックそれぞれが、在宅医
療、連携等をテーマに様々な研修会、交流会等を開催する。
内容例：愛知県看護協会地区支部との意見交換会、地域包括支
援センターや居宅介護支援事業所との合同研修会、ケアマネ
ジャーとの事例検討会、患者団体による講演会など

令和元年8月～令和2年3月
各ブロック１～2回　計20回程度

研修・講演
ソーシャルワーカー、ケ
アマネジャー、看護師等
多職種

ＭＳＷ
協会

高齢者問題専門職ネットワーク

愛知県弁護士会を中心に複数の職能団体で構成し、研修会等を開催す
る。
内容例：診療報酬・介護報酬改訂、成年後見制度、若年性認知症、高齢
者虐待

令和元年6月～令和2年3月
年4回程度

研修・講演
弁護士、司法書士、ソー
シャルワーカー、精神保健
福祉士、看護師等多職種

愛知県弁護士会、愛知県看護協会、
愛知県社会福祉士会、愛知県精神保
健福祉士会、愛知県司法書士会等

医療法
人協会

QOL研修会
排泄ケア

医療、介護の従事者を対象として排泄ケアをテーマに研修を実施
する。排泄障害の様々な要因を知り、改善策を学ぶ。（現在、詳細
内容を講師と検討中）

令和元年8月23日（金）
14:00～17:00　予定

研修・講演
医療、介護に携わる方
一般の方も可

医療法
人協会

QOL研修会
医療法人が経営する介護保険
サービス事業等の介護保険改
正、報酬改定の情報

介護現場で働く人に参考となる情報を収集する。（現在、詳細内容
を講師と検討中）

令和元年9月24日（火）
14:00～16:30　予定

研修・講演 介護に携わる方

【地域包括ケアを支える看看連携講演会】
令和元年6月

研修・講演 訪問看護師

【精神科訪問看護基本療養費算定要件研
修】
令和元年７月

研修・講演 訪問看護師

【訪問看護ステーションの質評価研修】
令和元年8月

研修・講演 訪問看護師

【災害看護研修】
令和元年10月

研修・講演 訪問看護師

【訪問看護新任管理者研修】
令和元年11月

研修・講演 訪問看護師 愛知県看護協会と共催

【小児訪問看護研修】
令和2年1月

研修・講演 訪問看護師

【診療報酬改定研修】
令和2年3月

研修・講演 訪問看護師

訪問看護
ステーション
協議会

県民の健康及び福祉に関する
事業（訪問看護の普及啓発活
動）

県民の皆様に訪問看護の活用の仕方や制度についてわかりやす
く伝えることを目的とした普及啓発活動を、春日井市と豊橋市で実
施する。

令和元年5月　豊橋市
未定　　　　　　春日井市

普及啓発 県民

訪問看護
ステーション
協議会

訪問看護業務の改善に関する
事業（なんでも相談の実施）

訪問看護ステーションの経営や運営に関する相談を随時受付、回
答するとともに、広報誌「りあん」で周知している。（相談はメールで
随時受付）

令和元年4月～令和2年3月 普及啓発 訪問看護師

訪問看護の質向上に関する事
業

地域包括ケアシステムを推進するために、病院・地域の看護職同
士が連携するとともに、訪問看護師として実現可能な方策について
考えることを目的とした講演会の開催。訪問看護を実践する上で現
場のニーズが高い項目を選定し、必要な知識を習得することを目
的とした研修会の開催。

「地域包括ケアシステム」の中で、他職種と連携できる歯科衛生士
を養成する。

地域包括ケア対応歯科衛生士
養成事業

歯科衛
生士会

訪問看護
ステーション
協議会


