Ｓ療と介護の達携による自:１支援li修会・発表会
開催ａ綱
１

日的

高齢者が、住み慣れた生きの場で療養し、自分らしい生ｇを続けるために、高齢者

の自１:につながるＫ療や介護サービスをを供することがまめられています.そのため、
Ｋ療と介護のま携により高齢者の自立につながったな組み事例を、介護サービス施
Ｒ・事業所（な下「介護事業所」という.）やグループ等に発表していただくことに

より、白立支援を行うためにあＷな介護事業所とＫ療ａ関のま携のな祖み等が普jaす
ること目的として、このＭ修・Ｒ表会を開催します。
２ ま催 熊本県Ｋぽ会・熊本県
３ 日時 11z成31年3 jil 15 日(ｔ)17:00〜20:10
4

場所

熊本県Ｅ師会館

２階大ホール

(熊本市中央区花畑Ｆ１番１３号 TEL:096‑354‑3838)
５

ﾀt象者

特Sﾘ養護き人ホーム、介腫き人保４まＲ、介護療養型Ｋ療施Ｒ、ま域リハビリテー
ションセンター、地域密着型サービス事業所、訪問介護事業所、訪問看護事業所、訪
問リハビリテーション事業所、ａ所介護事業所、ａ所リハビリテーション事業所、短

SI入所生?き介護事業所、短期入所療養介護事業所、縦期入所療養介護事業、特定施Ｒ
入居者生き介護事業所、有料き人ホーム及びサービス付き高齢者[白]け住宅の職員、ま
たは介護事業所や個人のグループ等
６

特別講演
演Ｓ

「

Ｅ療と介護の連携による自ま支援のな組み
〜いかにｔ域生きま４のilお性をえいｍすか〜

講師
７

8

」

熊本県医師会 副会長 金 渾 お1 徳 先生

日程
17:00〜18:00

特Sり講演

18:00〜18:10

休憩

18:10〜19:10

事例発表（6事例）

19:10〜19:40

ポスターセッション

19:40〜20:10

審査Ｒ表・表彰

20:10

Ｍ会

事例Ｓ表

(1)Ｒ表については、１人10分発表後、ポスターセッション形式で、Ｒ表事例の詳
細なFち容について、参加者の質問に答えながら説明を行う。

(2)発表者の募集は2j25日(ｊ)で締切、応募多数の湯合はＳ考委員会でＳ考
し、Ｓ考結果についてはSり途ａ加します。

(3)肖日９表者の中から、１ぶ]事賞、県ＫＭｉ会賞、Ｓきま員特加賞を贈２します。

「Ｅ療と介護の連携による自立支援Ji于修会・発表会
の発表事例の募集
ほ療と介護のま携により高齢考の自をにつながった取組事例を、Ｅ療・介護関係者をは
じめ,行ま,県民の方に加っていただくため、「Ｋ療と介護の連携による自立ま援」研ま会･
発表会を開催します。

皆さまが日ごろから取り組んでおられることを発表していただき、県Fj9でＫ療と介護の
連携による自を支援に郎すた取組みが普21することを目指します。是非御応募いただきま
すようお願いします。また、肖日の発表者の中から特に自立に資ずる事ＭをＳ考し、表彰
する予定です。

Ｉ Ｓ表対象者

介護療養到ｉ療加iR、介護き人保Ｓ加ほ、ま域リハビリテーションセンター、サービ
スやtき高齢者郎す住ｔ、ﾀﾞ91入Jﾖ9i生き介護事業所、短期入Jｦf療養介護事業所、ｔ域密着型
サービス事業所、ａ所介護事業所、ａ所リハビリテーション事業所,特定加ほ入J邑者生ほ

介護事業所、きSﾘ養護き人ホーム、あ『m介護事業Jｦi、あ問看護事業所、あ問リハビリテー
ション事業所Ｒび有料き人ホームの職員、または介護事業所や個人のグルヽ‑ﾌﾟ等
２ 事例発表

(1)発表時間は、１人10分とします。Ｒ表後、ポスターセッション形式で、Ｒ表事例
の詳細な内容について、参加者の質問に答えながら説明を行います。
(2)９表者は、所定様53こ「事例内容報告J11紙JAび1を表肖日のデータ(パワーポイント

で原m24枚ぶFちにまとめること。)を作成し、2125日(Jj)までに県Ｋ師会事務/ｌ
あてにＣＤ、メール等で御提け1をお願いします。(発表肖日データ(パワーポイント

等)は提口=1後の修iEが il能ですが,最終稿を3j11日り≡l)までに御提d=1ください.)
(3)発表者が多数の４合は、審ま1さ員会でＳ考します。

(4)本募集については,熊本県医師会jaび熊本県のホームページにも掲載しています。
ホームページＵＲＬ
wｗｗ.kｕｍａｍｏtｏ.ｍｅｄ.ｏｒ.
熊本県Ｋ師会ＨP
後日、Ｓ本県のホームページにも掲載されます。
(5) ａにを表済みの事例の応募も可能です。
(6) が象となるＲ表事例
【例示】

→講演会のご案Fj9

・介護保険ｶaiR ・ 事業所とＥ療Ｓの４携により、介護施IRや自をで、本人が希ｇす
る看取りを支援することができた。
・入j』!院を繰りａしていた方にＥ療と介護の連携により適りJなサービスを供をした
結果、入j』!院を繰りａさなくなった。

・Ｋ療jaぴ介護サービスを一体白りにを供したことにより、・介護度がを度化した。
・1JSk院ゆに医療・介護関係者の４携により在宅生きの環境をまえ、在宅での生?きが
■難とｇわれていた方が自ｔに帰ることができた。 等

[jき表者募集から発表までの流れ]
Ｒ表事Ｍ募集期ほ

概Ｗ

平成31年2 Jj 25 日(JI)

発表データ

平成31年2J125日(JI)

jコ.‑
２ｊ末・３ｊ初旬 き考委員会開催(6事例をき定)

こ
３ｊ初4Uから を表者へ決定jiお]き付

」ニレ
3 J1 11 日(ｊ)発表資料の最終締めやJり(ＫＥ等)

こ
3j15日(金)発表(6事例)
※資料送付Gを信）先
干860‑0806 熊本市を畑回丁１番13そぬ社）熊本県Ｋ師会業務Ｈａ佐藤
TEL 096‑354‑3838

FAX 096‑322‑6429

Email ｓａtｏｕ‑officegkｕｍａｍｏtｏ.ｍｅｄ.ｏｒ.jp

【事例iSI容報告・紙】

湊Ｓ

U6p,ち寄せ、下やtきＳ）

ｍｍ﹂

※様itの変・はぶＦｉrとします。

(12p,おＷせ)
(12p,お寄せ
(12p,お寄せ)

ＳＳ

UJkお寄せ、下Ｍき線）
ａＲｉ

県・市mT村45(12p,おＷせ)

種・と施設１(12p,ち寄せ)
｀ハ回｀一表き一

Ｓ表き

職種とj145(12p,ち寄せ)

いる場台(12p,ち寄せ)
いる場台(12p,お寄せ)

問合

E･ｍａil Addｒｅsｓ

今回の発表の施設
またはサービスの
概Ｓ

もし くは ＦＡ Ｘ番４(12p,お寄せ)

自31支援を行うために必要な・療と介護の達携したａ組みについて,市II村,・療槍関、
施設の環境を含む、実施サービス説明等について記載下さい。（10p,さ寄せ）

く自31支援が必要となった経緯ﾝ
ここでは。今回の取り組みをはじめるきっかけ

となった状Ｓや、抱えていた課Ｓを具体白4JにＥ載
してください。（10p,さ寄せ）

く活勣の成果と評価ﾝ

く具休的な取り組みﾝ

問題解決のためのミり組みの具休的な内容く対
象者,・療機関等との連携方法,関わった人員(人
材)構成やミり組みの手法や手順,施設内の連携、
必Ｓとしたツールや費jliなど、活動成果を出すポ
イントになったJaﾝをＥ載してください。
特に、費丿目や必Ｓな時間は、他の方４がミり組む
Ｓの参考になるように、51かる範囲で積4i白りに・
載してください。(10p,ｔ寄せ)

今回のａり組みの成果をなるべく箇条書きで、
極力具休的な数値を示して記載してく,ださい。
また、成果やミり組みに対するｌｌｍ者の・ａ;、
自Ｅ評価（うまくいった、失敗だった、このよう
な所がj1りなかった）なども、積極的に記載して
ください。（10p,さ寄せ）

く今後の課題ﾝ

今回のll又り組みの成果を踏まえ、今後、必要な
Ｓり組みと事業の継続性とその広がり方や追加
的に必Ｓと考える人材（職種）。（10p,ｔ寄せ）
く参考資料などﾝ
こ,の事例と回様の取り組みを行おうとした時
に，参考とすべき資料があれぱ記載してくださ
い。（10p,さ寄せ）

事務屑5
使用欄

「Ｓ療と介護の達携による自１:支援」liJI修会・Ｓ表会
のjき表事例の選考方法
１ 選考委員

熊本県Ｋ師会,熊本!IR31護協会,熊本県き人保Ｓ施Ｒ協会,熊本県き人福祉施Ｒ協議会、
熊本県から各１名の肝５名
２

Ｓ表者募集から発表までの流れ
(1)平成31年2j25日(J≡1)
(2)平成31年2125日(ｊ)

(3)2jl末・3jj初旬
(４)３１初句から
(5)3j11日(Jj)
(6)3j 15日(を)
３

９表事ﾀU概Ｗ募集期ほ
発表データ募集期限
Ｓ考委員会開催(6事例をＳ定)
発表者へ決定ａ加送付
発表資料の最終締めりJり(ｒＥ等)
発表(6事例)

発表事例の選考方法

Ｒ表事例は６事例までとし、ホ募事例の中から事前にき考を員がＳきする。
（1）審査方法

SﾘＭ「医療と介護の連携による自を支援Ｒ表会Ｓ考・員会審まJ≡日紙」によりき考を
員が５ａ階評価により審まを行う。
（2）審まJI目
①自ま支援度：自を支援に資するな組みであったか。

②Ｋ療介護連携度：Ｋ療と介護のＳＳ間ま携が出来ている内容であったか。
③を表力：わかりやすい発表であうたか。
（3）審をあ準

全委員の合計点数が４５点ぶ上（を項目「普ａ」ぶ上の評価）の事例のみを発表事
例に決定する。
４ 表彰事例の選考方法
（1）審ま;ぢま・審を3i目
「３ 発表事例のＳ考方ま」と回様とする。
（2）審を基準

Sﾘ紙「「Ｋ療と介護の連携による自」:ま援」発表会Ｓ考４員会審まJI紙」により
Ｓ考Ｓ員が採ぶし、その合計ぶ数が高い順に表彰する。
５

表彰

（1）肖日Ｒ表ｔの中から、上位３事例に県ﾀﾛ事賞、熊本県Ｋ回i会賞、Ｓ考委員特jﾘ賞に
賞状と賞ａを贈呈。
（2）講評：ぎ考委員

「Ｓ療と介護の達携による自１:支援Jii修会・Ｓ表会選考委員会
審査Ji目紙
選煮畳ａｌ：
※下記の審査方法（５段階評価）により 該当欄に点数をつけてください。
【審ま1大lき】

大変まい（5ja） ■い（4Ja）普ａ（３４） 悪い（I Jai） 大変Ｓい（OJa）
①自ｉ:ま援度：自ｉ:支援に資するａ組みであったか。

②Ｅ療介Ｓ連携度：Ｅ療と介護のＳＳＭ４携が出来ているFみ9きであったか。
③Ｒ表力：わかりやすい発表であったか。
ｋ

事業igi名

氏45

①自:1まａ

②・Ｓｺﾞ1･・

度

達携度

③jlaカ

１
２
３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

※上Ｅの点数をＥ入し、合l十Ja数が１番多い方の番号と11由を下記にＥ入してください。
最多点数者番号

理ｉ

合計点

・療と介護の連携による自１:支援ii修会・jき表会開催ご案￨大￨
(日本医師会生涯教育講座3単位

ｶﾘｷｭﾗﾑｺ‑ﾄﾞ13 ･ 19)

時下、益がご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、高齢者が住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生ほを続けるために高齢者の自ｔにつ
ながるＥ療や介護サービスを提供することが求められています。
このような中で、熊本県Ｅ師会では自ｔま援を行うためにあＷな介護事業所とＥ療機関の連携の
取組み等の普Ｒすることを目的として標ＥＷ修会を回催することといたしました。
つきましては、Ｅ療・介護関係者、行政の皆様方、多数のご参加いただきますようご案iち申し上
げます。

なお、本会駐車場は狭院のためむ共交ａ機関にてご来場下さい。

平成31年１１
各

む益社回法人熊本県Ｅ師会長 福 日ﾖ

稿

位
記

日

時

平成３１年３ｊ１５日(４)午後５時〜午後８時１０分

２．場

所

熊本県Ｅ師会館 ２階大ホール
[熊本市中央ぼ花ガ９]̀１番１３号 TEL:096‑354‑3838)

１

３。特Sﾘ講演（60分）

「

Ｋ療と介護の４携による自き支援の取組み
〜いかにｔ域生ほ復帰の il能性をえいけ=1すか〜
熊本県Ｋ師会

４

副会長

金

挿

加

」
徳

先生

高齢者の自ま支援に繋がる取り組みについて(6事Ｍ)
事例発表(60分)
ポスターセッション(30分)

５

審ま発表・表彰(30Sヽ)
※参加ご希２の先生方は、参加申iふ書を３Ｊ１１ １日(ｊ)までに熊本４Ｅ師会事務票5へ郵き(〒
860‑0806熊本市中央Ｋ花畑回r1番13そ)又はＦＡＸ(096‑355‑6507)にてお申iム下さいますよ
うお願い申し上げます。

iE‑'ｉｙ了iiiiこ'i'i'i'こｉｉｉｊ７̀""""""""'""̀"""""""""̀^'̀""""'^'Ｉ
Ｓ療と介護の達携による自ｉ:支援 Ｗ修会・Ｓ表会 参力口串込書
平成３１年３ｊ１５日(４)午後５時
機関名

ix回湊45

き絡先7EL（
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ｘｙ

役職/職種

Ｍｙ

役職/職種

Ｘｙ

）

