
令和２年度在宅医療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】
調整中（年3回）
※新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し
検討中

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】
調整中（年2回）
※新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し
検討中

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】
調整中（年3回）
※新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し
検討中

会議
（研修等を
含む）

地区医師会、市町村職員

【実態調査】
令和2年6月～11月頃（年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（年3回程度）

会議
委員構成：医師
（オブザーバー：愛知県担当者）

【医療的ケア児に従事する医師向け研修】
令和2年11月（年1回）

研修・講演 医師、看護師

【小児医療従事者ネットワーク構築研修】
令和2年10月、11月、令和3年1月（年3回）

研修・講演 医療・福祉関係職種

【小児在宅死亡例検討ワーキンググループ】
不定期（年7回程度）

会議 委員構成：医師

【在宅療養高齢者歯科保健推進事業講演会】
令和2年10月25日予定（年1回）

研修・講演 歯科医師、歯科医療従事者

【在宅療養支援歯科診療所連絡会】
令和2年10月25日予定（年1回）

研修・講演 歯科医師、歯科医療従事者

【喀痰吸引研修会】
令和3年1月17日予定（年1回）

研修・講演 歯科医師、歯科医療従事者

医師会

医師会

医師会

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。

歯科医師会

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し、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、医療的
ケア児に従事する医師や医療従事者向け研修を実施し、医療的ケ
ア児の処置等を研修することで地域での受け皿の拡充・拡大に繋げ
ていくことを目標とする。

資料５－２



【口腔ケア等の技術指導】
令和2年4月～令和3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】
令和2年4月～令和3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】
令和2年4月～令和3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】
令和2年8月23日、令和3年2月21日予定
（年2回）

研修・講演 歯科医師、歯科医療従事者

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】
令和2年11月12日午前・午後予定（年2回）

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】
令和2年11月26日、令和3年2月25日予定
（年2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

【ネットワークの運用】
令和2年4月～令和3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】
令和2年4月～令和3年3月

その他
障がい児（者）関係施設、市町
村、保健所等

【歯科衛生士バンク登録事業】
令和2年4月～令和3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】
令和2年8月2日、9月6日、10月4日、
11月8日、12月6日、令和3年2月7日（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】
令和2年10月1日シンポジウム調整中（年6回）

研修・講演、
シンポジウム

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）】
令和2年6月18日、10月1日（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】
令和2年8月（年1回）

研修・講演 薬剤師

歯科医師会

歯科医師会

薬剤師会

在宅歯科医療連携室事業

歯科医師会
障がい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等の在宅療養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。

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。

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
研修会を開催する。



【栄養評価研修】
調整中（年1回）

研修・講演 薬剤師

【褥瘡研修】
＜基礎編＞7月　＜上級編＞8月　（年2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する。

【薬剤師認知症対応力向上研修】
令和2年12月、令和3年1月、2月予定（年3回）

研修・講演 薬剤師

【地域連携に関する研修】
令和3年1月（2回）

研修・講演 看護職員

【地域包括ケアに関する研修】
令和2年6月、9月（2回）

研修・講演 看護職員

【訪問看護管理者研修】
令和2年5月～令和3年2月

研修・講演 看護職員

【退院調整看護師養成研修】
令和2年7月

研修・講演 看護職員

【訪問看護推進研修】
令和2年7月～9月（4回）

研修・講演 看護職員

【出前講座（訪問看護事業所）】
令和2年7月～令和3年1月（10回）

研修・講演 看護職員

【出前講座（介護施設）】
令和2年7月～令和3年1月（20回）

研修・講演 看護職員

【介護施設の看護実務者研修】
令和2年11月

研修・講演 看護職員

【訪問看護職員養成研修】
令和2年6月～令和3年2月（2回）

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2年5月～令和3年3月

研修・講演 看護職員

薬剤師会

看護協会

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
研修会を開催する。

看護の質向上に関する事業

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、人材育成を目的とした事業を
実施する。



【組織作りをテーマとした研修会】
令和2年9月

研修・講演 在宅領域看護職員

【在宅領域でのハラスメントをテーマとした交流
会】
令和2年11月

その他
（交流会）

看護職員

【訪問看護ステーションの労働環境に関する実
態調査】
令和2年7月～令和3年3月

調査・研究 県内訪問看護事業所

【地域包括ケア推進看護連携検討会】
令和2年7月～令和2年3月（18回）

会議 看護職員

【多職種連携意見交換会】
令和2年7月～令和3年1月（14回）

その他
（交流会）

看護職員、介護職員、ＭＳＷ、
ケアマネ等

【訪問看護ステーションたかつじの運営】
令和2年4月～令和3年3月

その他
（看護実践）

県民

【居宅介護支援事業所たかつじの運営】
令和2年4月～令和3年3月

その他
（看護実践）

県民

【ふれあい看護フォーラム（名古屋・豊橋）】
令和2年11月（2回）

普及啓発 県民

【地区支部公開健康講座】
令和2年9月～令和3年1月（11回）

普及啓発 県民

【まちの保健室活動】
令和2年4月～令和3年2月（14回）

普及啓発 県民

栄養士会 在宅医療・介護人材育成研修会
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。

未定（2回） 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。

未定（1回） 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

地域高齢者等の健康な食卓のた
めの管理栄養士・栄養士による
配食事業
※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
は配食事業を通して、共食の場の提供を行い、地域住民のフレイル
予防の取り組みを行う。

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、＋配食事業者）

看護協会
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。

看護協会

看護協会

看護業務・看護制度の改善に関
する事業

在宅領域で働く看護職の悩みや課題を解決するため、訪問看護事
業所の労働環境を把握し改善につなげるための調査等を実施する。

在宅看護の推進に関する事業

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を実施する。また、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。



栄養士会 栄養ケア・ステーション事業

令和2年の診療報酬改定で診療所における外来栄養食事指導料及
び在宅患者訪問栄養食事指導料の算定ができることになったため、
これらの事業の推進を強化する。（当該医療機関との委託契約によ
る）

常時依頼を受ける その他

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、動画の作
成・公開、地域ネットワークの形成支援などを実施する。

令和2年4月～令和3年3月

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、看護師等医
療専門職、県民等

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。
また、研修機器の貸し出しを行い、所属施設等での実技研修を支援
する。

【研修会の開催】
令和2年10月以降
【研修機器の貸し出し】
令和2年4月～令和3年3月

研修・講演、
その他

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、看護協会等

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。

令和3年2月頃 研修・講演
理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士等

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、質の向上に努める。

令和2年12月頃 研修・講演
理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士等

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。

令和2年4月～令和3年3月 会議
理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士等

愛知県作業療法士会、愛知県言語聴
覚士会、愛知県歯科衛生士会、愛知
県栄養士会等

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。

令和2年10月以降開催予定
（WEB開催への予定変更あり）

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

理学療
法士会

チャレンジドフェア

愛知県作業療法士会、愛知県言語聴覚士会との共催で、在宅での
小児リハビリテーションに関わる機器等の紹介及び小児福祉に関わ
る公開講座を実施し、県民に対し在宅療養に関わる情報提供を行
う。

令和2年10月頃WEB上で開催
　研修・講演、
普及啓発

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

理学療
法士会

病期別ネットワーク構築事業
急性期・回復期・生活期等各病期別に関わる施設間のネットワークを
形成し、施設間の情報交換や研修事業を行う。

令和2年4月～令和3年3月
　研修・講演、

会議
理学療法士 日本理学療法士協会

理学療
法士会

ブロック局事業
愛知県二次医療圏を基に県内ブロックを構築しているが再編及びブ
ロック内各市町村単位での組織構築を実施していくとともに、ブロック
内理学療法士の資質向上に向けた研修事業を行う。

令和2年4月～令和3年3月
　研修・講演、

会議
理学療法士

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2年11月頃 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、地域の作業療法士及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2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】
令和2年4月～令和3年3月（年4回程度）

会議 こども支援委員会　委員

【研修会】
令和2年11月頃

研修・講演 作業療法士、教員等

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を実施する。

令和2年7月11日、18日 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図る。

令和2年10月17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を実施する。

令和2年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

加齢性難聴と認知症についての
啓発イベント

加齢性難聴が認知症のリスクになることを市民向けに啓発を行う。 令和2年11月予定 普及啓発 市民

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・検討を行う研修を実施する。

令和2年12月～令和3年2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を実施す
る。

令和2年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

歯科衛
生士会

歯科衛生士卒後教育研修会（歯
科衛生士離職防止事業）

実践能力を高め、歯科衛生士が果たす社会的役割を認識し、問題
解決能力の向上と働きがいを感じることにより、早期離職防止および
就労定着を図るため研修の企画・運営を行う。

令和2年8月～令和3年3月
　　研修・講演、
　　普及啓発

卒後３年未満の歯科衛生士
（会員・非会員）

愛知県、愛知県歯科医師会

歯科衛
生士会

地域包括ケア対応歯科衛生士
養成事業

「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。

令和2年8月～令和3年3月
　　研修・講演、
　　　　調査

歯科衛生士（会員・非会員） 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）

卒後教育として、歯科衛生士の資質向上を図るための研修会等を企
画、運営する。

令和2年7月～令和3年3月
　　研修・講演、
　　調査・研究

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の養成を目的とし
た講義と臨地実習を組み合わせた約1年間の研修プログラムを実施
する。

※新型コロナウイルス感染症予防のため今年
度は中止

研修・講演 歯科衛生士（会員のみ）

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3年1月予定 研修・講演 県民 愛知県

ＭＳＷ
協会

AMSW研修事業
（うち在宅医療に関連するもの）

全２６研修のうち、意志決定支援、退院支援等の技術を研鑽するも
のを開催し、質の高い在宅医療介護連携を実践する。

令和2年9月～令和3年3月（5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プロジェクト講師人材研修履修会員で構成する委員会に
て、医療ソーシャルワーカーが行う意思決定支援ガイドライン案を作
成する。

令和2年9月～令和3年3月（3回） 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

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。

作業療
法士会



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2年9月～令和3年3月（6回) 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

COVID-19による影響調査
患者への影響、連携業務への影響、MSW自身への影響等を、本会
会員に調査・共有し、新興感染症等の感染拡大時においても質の
高い在宅医療介護連携を実践する。

令和2年11月～令和3年3月 調査・研究
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

医療法
人協会

QOL研修会
医療、介護の従事者を対象として、研修会を開催する。
※詳細内容と開催方法（例：集合、ＷＥＢ配信）については検討中。

未定 研修・講演 医療、介護に携わる方

医療法
人協会

シンポジウム

テーマは未定。
患者、利用者に関わる職種（医師、看護師、セラピスト等）からその現
状と課題を伺い、今後の医療、介護に役立てる。
※詳細内容と開催方法については検討中。

未定
その他

（シンポジウム）
医療、介護に携わる方

【医療的ケア児を地域で支えるための講演会】
※令和2年6月開催予定であったが、新型コロ
ナウイルス感染症予防のため中止

研修・講演 訪問看護師
講師：高橋　昭彦氏（NPO法人うりずん
理事長　ひばりクリニック院長）

【Nursing　Nowキャンペーン事業特別講演会】
令和2年10月9日

研修・講演 訪問看護師 講師：手島　恵氏（千葉大学　教授）

【精神科訪問看護基本療養費算定要件研修】
令和2年6月30日、7月4日、7月11日

研修・講演 訪問看護師

【訪問看護ステーションの経営と労務管理につ
いて】
令和2年8月22日

研修・講演 訪問看護師

【災害看護研修】
令和2年10月10日

研修・講演 訪問看護師

【JNAラダー導入研修】
令和2年11月7日

研修・講演 訪問看護師

【小児訪問看護研修】
令和3年1月23日

研修・講演 訪問看護師

【介護報酬改定研修】
令和2年3月27日

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実施する。

令和2年11月4日～10日 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」で周知を行う。（相談はメールで随時受
付）

令和2年4月～令和3年3月 普及啓発 訪問看護師

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事業を実施する。

訪問看護
ステーション
協議会

訪問看護の質向上に関する事業


