
平成２６年度事業報告 

 

１ 総会・専門部会等 

会議名 開催日等 議題・協議事項等 

総 会 平成 26年 6月 2日（月） 

19：00～19：50 

廿日市市総合健康福祉

センター（あいプラザ）   

○ 役員の改選について 

○ 平成 25年度事業報告について 

○ 平成 25年度決算について 

○ 平成 26年度事業計画（案）について 

○ 平成 26年度予算（案）について 

○ 平成 26年度地対協の市負担金(案)について 

 

地域ケア専門

部会 

平成26年12月10日（水） 

19：00～20：30 

廿日市市商工保健会館 

（佐伯地区医師会） 

【報告事項】 

○ 平成 26 年度在宅医療人材育成基盤整備事業の

実施について 

【協議事項】 

○ 平成 26年度地域包括ケアに関するアンケート 

 調査団体からの意見及び要望等について 

 

 在 宅医療

人 材育成

基 盤整備

事業 

１ 講演会 

平成 27年 3月 1日（日） 

15:00～16:30 

場所：サントピア大竹 

対象：大竹市・廿日市市 

の医療・保健・介護・

福祉等従事者及び市

民 

講師：蛯江紀雄氏（社会

福祉法人廿日市市社

会福祉協議会会長） 

演題：「地域包括ケアと

は何か」 

参加者：85名 

 

２ 研修会 

○廿日市会場 

平成 27年 2月 9日（月） 

19:00～21:00  

場所：廿日市市商工保健 

会館 

参加者：41名 

○大竹会場 

平成 27年 2月 24日（火） 

19:00～20:50 

場所：サントピア大竹  

参加者：33名 

 

○ 大竹市・廿日市市の医療・保健・介護・福祉等

従事者，市民を対象に地域包括ケアの概念や必要

性等について普及啓発を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大竹，廿日市の２会場で実施。参加者は各市の医

療従事者・介護従事者や，地域包括支援センター，

市職員，民生委員等で,多職種による疑似在宅医療

チームを構成し，症例検討や地域包括ケア構築を実

現するために各職種に求められている役割につい

て討論を行った。 

 

 



 

会議名 開催日等 議題・協議事項等 

公衆衛生・母子

保健専門部会 

平成 27年 3月 9日(月) 

19：00～20：00 

廿日市市商工保健会館 

 

【報告事項】 

○ 感染症対策について 

○ 母子保健対策について 

【協議事項】 

○ 平成 26 年度感染症危機管理委員会事業報告及

び平成 27 年度事業計画(案) 

○  平成 26 年度精神疾患（うつ・自殺対策）対策

事業報告及び平成 27 年度事業計画(案) 

○  平成 26年度健康ひろしま 21推進事業報告及び

平成 27年度計画（案）について 

○ 平成 26 年度公衆衛生・母子保健専門部会事業

報告及び平成 27年度事業計画（案） 

 

（感染症危機

管理委員会） 

平成26年12月16日（火） 
19：00～20：30 

廿日市市商工保健会館 

 

【報告事項】 

○ 平成 25年の感染症発生状況について 

○ 最近の感染症情報について 

【協議事項】 

○ 新型インフルエンザ等の発生時の医療提供体
制について 

 ○ 新型インフルエンザ実地研修（案）について 

 

 新型インフ 
ルエンザ実 
地研修 
 

平成 27年 1月 26日（月）
19：00～20：50 
廿日市市総合健康福祉 
センター 
参加者 97 名 

【情報提供】 

○ 広島県西部保健所管内の感染症の発生状況等
について 

○ 感染症のトピックスについて 

【講演】 

○ テーマ 

今後問題となる感染症 

○ 講師 

広島大学病院 感染症科 教授 大毛 宏喜氏 

 

【演習】 

○ テーマ 

エボラ出血熱に対応した防護具の着脱等につい
て 

     

（健康ひろし
ま圏域計画推
進ワーキング
チーム会議） 

  

 産業保健師
との連絡会
議 

平成 26年 9月 18日（木） 
10：00～12：00 
大竹市役所 
 

【協議事項】 

○ 連携が可能なことについて 
○ 連携における今後の課題について 

産婦人科・
小児科・市
とのネット
ワークによ
り早期育児
支援連絡会 
 

平成 26年 11月 5日（水） 
18：00～19：40 
廿日市市総合健康福祉
センター 
 

【意見交換】 

○ 平成 25 年度要育児支援情報提供実績報告につ
いて 

○ 市等の取組について 

○ 早期育児支援の連携強化事業(案)について 

 

 



会議名 開催日等 議題・協議事項等 

（精神疾患対
策（うつ，自殺
対策）ワーキン
グチーム会議） 

平成 26年 9月 29日（月） 
19：00～21：00 
廿日市市商工保健会館 

○ うつ・自殺対策での地域課題について 

○ かかりつけ医研修について 

○ 啓発資料の作成について 

平成 27年 2月 23日（月） 
19：00～20：30 
廿日市市商工保健会館 

○ かかりつけ医と精神科医の診療情報提供書の利
用について 

○ うつ・自殺対策での地域課題について 
○ 「ワーキングチーム会議報告（案）について 

 かかりつけ
医研修 

平成 27年 1月 19日（月） 
19：00～21：00 
あいプラザ 
参加者 28 名 

「かかりつけ医師と精神科医の連携のための交流会」 

【講演】 

○ テーマ：「うつ病診療におけるかかりつけ医師
と精神科医の連携のために」 

     ～うつ病の理解とかかわり方～    

○ 講師：医療法人社団和風会広島第一病院理事長 

            院長 松岡 龍雄 氏 

【グループ交流会】 

救急医療専門

部会 

平成 26年 9月 8日（月） 

19：00～20：40 

廿日市市商工保健会館 

【報告事項】 

○  広島西医療圏の救急医療体制について 

○  広島西医療圏のへき地医療体制について 

【協議事項】 

○  圏域における災害時医療救護体制(地域ブロック

体制の構築)について 

【その他】 

○ 受入困難事案患者受入医療機関支援事業について 

○ 広島県救急医療情報ネットワークシステムの更新

について 

 

（災害時医療

救護体制に係

る地域ブロッ

クワーキング

チーム会議） 

【廿日市】 

平成 27年 1月 29日(木) 

19：00～ 

廿日市市商工保健会館 

【大竹】 

平成 27年 2月 2日(月) 

19：00～ 

サントピア大竹 

 

【協議事項（廿日市，大竹ブロック共通）】 

○  圏域の災害時医療救護体制における地域ブ 

ロック創設に向けて 

○ 地域ブロックの具体的役割等について 

保健医療計画

推進専門部会 

平成 27年 3月 9日（月） 

20：00～21：00 

廿日市市商工保健会館 

○ 在宅医療対策について 

○ 糖尿病対策について 

○ 救急医療対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ その他 

項  目 内            容 

団体の育成指導

等 

市地対協への助成 ○ 大竹市 

子供の歯を守る集い 

よく噛める「8020」達成者表彰式 

（検診，歯磨き，パネル展示等） 

○ 廿日市市 

あいプラザまつり健康コーナー 

健康まつりへの助成 ○ 大竹市 

ふれあい健康・福祉まつり 

（講演会，各種測定コーナー等） 

○ 廿日市市 

健康を守る集い 

在宅栄養士会への助成 ○ 西部厚生環境事務所・保健所管内地域活動栄養

士会 

減塩食の工夫，クッキング教室，研修会等 

圏域地対協研修

会への参加 

（広島圏域地対

協・県地対協主

催） 

平成 27年 2月 8日(日) 

13：00～16：30 

グランラセーレ東広島 

参加者(全体)約 500名 

（当圏域）33 名 

○ テーマ 

  「地域包括ケアシステムの構築に向けて」 

○ 特別講演 

 演題：「柏市における長寿社会のまちづくり 

～市と医師会の連携による在宅医療の推進」 

座長：広島中央地域保健対策協議会長（竹原地

区医師会長）     大田 和弘 氏 

講師：柏市保健福祉部福祉政策課長 

           松本 直樹 氏  

○ シンポジウム「多職種連携に向けて望まれるも

の」 

（座長） 

・広島中央地域保健対策協議会（東広島地区医

師会副会長）       楠部 滋   氏 

・広島県医師会副会長    檜谷 義美 氏 

（シンポジスト） 

・ＮＰＯ広島県介護支援専門員協会理事長 

（相扶の郷居宅介護支援事業所管理者）  

             荒木 和美  氏 

・広島県看護協会訪問看護事業局長 

            高村 艶子 氏 

・広島県医師会常任理事   中西 敏夫 氏 

・広島県歯科医師会常務理事 

山﨑 健次 氏 

・広島県薬剤師会常務理事 有村 健二 氏 

・東広島地区医師会地域連携室あざれあ室長       

杉本 由起子氏 

・広島県健康福祉局高齢者支援課長 

   田中 和則 氏 

（コメンテーター） 

・柏市保健福祉部福祉政策課長 

             松本 直樹 氏 

（指定発言者） 

・広島県健康福祉局長   笠松 淳也 氏 

 


