
１年のあゆみ

浦添市在宅医療ネットワーク
＆

浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー

平成２９年１月２８日（土）
大濵 篤（浦添市在宅医療ネットワーク世話人）

新春 浦添市多職種連携情報交換会＆親睦会

URASSHII



＜平成２８年１月＞

・（岩手県釜石市視察報告）
「先進地の連携手法から私達の職種や

地域における連携課題を考えよう!!」

１月２１日（木） 多職種意見交換会 （浦添市社会福祉センター）

講師：大濵 篤 先生（まちなと内科在宅クリニック）

講師：呉屋コーディネーター

・「看取りについて ～いい看取りとは何でしょうか？～」



＜平成２８年２月＞

・訪問リハビリテーションについて

２月７日（日）

講師：伊志嶺 恒洋 先生

講師：池原 孝美 保健師 （浦添市地域支援課）

・浦添市の新しい介護予防・日常生活支援総合事業について

平成２７年度後期
在宅医療・介護推進のための多職種連携研修会

（浦添市てだこホール・市民交流室）

・離島（宮古島）における訪問・在宅診療の実際

講師：竹井 太 先生 （うむやすみゃあす・ん診療所）

（にこにこ整形外科）



＜平成２８年２月＞

２月２６日（金） 在宅医療ネットワーク世話人会
（浦添市医師会事務局）

・（在宅医療・介護連携先進地視察報告）
「チームかまいし（岩手県釜石市）における

在宅医療・介護連携手法」

講師：呉屋コーディネーター

２月２７日（土） 宮古地区医師会 多職種連携研修会

・「人生の最終段階における終末期医療患者との
関わりを通して多職種連携を考える」

講師：大濵 篤 先生
（まちなと内科在宅クリニック）

（ホテルアトールエメラルド宮古島）



＜平成２８年３月＞
３月３日（木） 自治体職員等を対象とした

在宅医療・介護連携推進に関する研修会
（沖縄県医師会館）

②平成２７年度「うらっしー」の取り組み紹介

講師：大濵 篤 先生

・在宅医療・介護連携推進の取り組み報告

①浦添市在宅医療ネットワークのあゆみ

講師：呉屋コーディネーター

３月４日（金） 南部地区医師会 多職種連携研修会

（南部地区医師会・東風の里ホール）

・「訪問診療の実際」

講師：山里 将進 先生
（かじまやークリニック）



＜平成２８年３月＞

・在宅医療が果たすべき役割と訪問診療の実際について

３月１５日（火） 浦添市医師会・那覇市医師会合同

講師：喜納 美津男 先生（きなクリニック）

・認知症の基本的理解 ～アルツハイマー型認知症を中心に～

多職種意見交換会 （沖縄県医師会館）

講師：稲福 徹也 先生（稲福内科医院）



＜平成２８年４月＞

４月１９日（火）

うらそえ介護福祉士会発足!!

（浦添市役所・９階講堂）

・釜石市視察報告 （呉屋コーディネーター）

浦添市介護福祉士の顔合わせ会

・グループワーク 「介護の仕事での喜怒哀楽について」



＜平成２８年４月＞

４月２８日（木） 在宅医療ネットワーク世話人会
（浦添市医師会事務局）

・平成２８年度 診療報酬改定勉強会

・平成２７年度 在宅医療関連講師人材養成事業研修会 伝達報告

報告者：山城 惟欣 先生 （同仁病院）



＜平成２８年５月＞

５月６日（金） 那覇市在宅ケア「顔合わせ会」

（那覇市医師会館・４階ホール）

・「医療・介護連携コーディネーターの役割」

講師：平良コーディネーター

５月２７日（金） 在宅医療ネットワーク総会
（浦添市医師会事務局）

・多職種意見交換会

「浦添市在宅医療ネットワークの
現状について」

講師：大濵 篤 先生

（まちなと内科在宅クリニック）



＜平成２８年５月＞

５月２３日（月） 第１回運営委員会開催

浦添市在宅医療・介護連携支援センター
運営委員会設置!!

（浦添市医師会事務局）

＜委員構成＞

行政（浦添市）
社会福祉協議会
大学准教授
医師・歯科医師
薬剤師・看護師
保健師・PT・MSW
介護支援専門員
介護福祉士



＜平成２８年５月＞

浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー

ロゴマーク決定!!

URASSHII



＜平成２８年５月＞

浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー

ロゴマーク決定!!
URASSHII

一般公募により、応募多数の中
から宮平まりあ様（同仁病院MSW)
の作品が見事採用されました!!

池村医師会長より、表彰状と
金一封が贈呈されました。

宮平さん
おめでとうございます!!



＜平成２８年６月＞

・「外来・訪問診療での意外な起炎菌と、そうでない菌」

講師：諸見川 純 先生 （みなみ内科）

６月２４日（金）

（浦添市医師会事務局）

在宅医療ネットワーク世話人会

・「訪問看護ステーションの利用方法について」

講師：伊佐 常矢 氏
（名嘉村クリニック在宅ケアセンター医療事務）

訪問看護をご存じですか？

訪問看護とは、看護師などが、自
宅を訪問し、主治医の指示や連携
により行う看護（療養上の世話又は
必要な診療の補助）です。



＜平成２８年６月＞

月刊誌「老年医学」（Geriatric Medicine）６月号に
執筆・掲載!!

６月２４日（金）

大濵先生、山里先生



＜平成２８年７月＞

７月５日（火） （浦添市役所・９階講堂）第２回うらそえ介護福祉士会

・「腰痛のメカニズム ～これだけ体操～」

・グループワーク
「タイムマネジメント（業務の工夫）」

７月３１日（日） 平成２８年度前期 多職種連携研修会

「認知症ライフサポート研修」

（株式会社 琉薬・１階研修ホール）



＜平成２８年８月＞

８月２３日（火）

（浦添市役所・６０１会議室）

平成２８年度 在宅医療・介護連携に関する

関係市町村との連携会議

議題：「共通の情報共有」に関する情報交換

＜参加機関＞

沖縄県
浦添市
宜野湾市
西原町
沖縄県介護保険広域連合
沖縄県医師会・那覇市医師会・中部地区医師会



＜平成２８年８月＞

・「MMSの安全性の検討」

講師：嘉数 健二 先生
（浦添協同クリニック）

８月２６日（金）

（浦添市医師会事務局）

在宅医療ネットワーク世話人会

「うらそえ連携ネット」メーリングリスト開設!!

随時、メンバー募集中です!!
「うらっしー」事務局までご連絡下さい｡｡｡

研修会や講演会のご案内、多職種の情報交換の場として、
医療・介護・福祉･保健専門職の皆さんがご利用可能なML
です!!



＜平成２８年９月＞

・在宅療養支援診療所（機能強化型）に関する件数管理について

・その他（管理料算定について、訪問看護の点滴の算定 など）

９月１４日（水）

（浦添市医師会事務局）

第１回 医療事務職員連絡会

多職種意見交換会 （浦添市役所・９階講堂）９月１６日（金）

・「６歳男児の左上腹部腫瘤」

講師：宮城 裕子 先生 （名嘉村クリニック 在宅ケアセンター）

・「退院前カンファレンス
～在宅における多職種連携カンファレンスの重要性～」

講師：大濵 篤 先生 （まちなと内科在宅クリニック）



＜平成２８年１０月＞

１０月１９日（水） （浦添市役所・９階講堂）第３回うらそえ介護福祉士会

・「専門職として事故やヒヤリハットから学ぶこと」

・グループワーク
「私の体験したヒヤリハット」

１０月２６日（水）

（浦添市医師会事務局）

浦添市在宅医療ネットワーク・浦添市認知症ネットワーク
合同世話人会

・「ＤＬＢから重度うつ病へ
診断変更した症例を通して」

講師：山本 光洋 先生（平安病院）

他２議題



＜平成２８年１０月＞

１０月２９日（土）・３０日（日）

（マティダ市民劇場）

第７回九州在宅医療推進フォーラムin宮古島

・シンポジウム「九州各県の取り組み」

「浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー」による
地域における在宅医療・介護連携の歩み
～連携構築の歩みとこれから～

演者：大濵 篤 先生（まちなと内科在宅クリニック）

（参加）山里将進先生、喜納美津男先生、平良コーディネーター



＜平成２８年１１月＞

１１月１２日（土）

（浦添市てだこホール・市民交流室）

浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー市民公開講座

「病院で口から食べられないと言われたら･･･」

山城 惟欣 先生（同仁病院）

「口から食べる喜びをいつまでも
～摂食や嚥下について学ぼう!!～」

＜基調講演＞

演者：高良 孔明 歯科医師（高良歯科医院）

＜パネリスト＞

眞喜屋 佳恵 言語聴覚士（同仁病院）

上間 鈴美 管理栄養士（ありあけの里）

前仲 佐和 歯科衛生士（高良歯科医院）



＜平成２８年１１月＞
１１月１２日（土） 浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー市民公開講座

山里 将進 先生

「口から食べる喜びをいつまでも ～摂食や嚥下について学ぼう～」

高良 孔明 歯科医師

大濵 篤 先生

＜パネル座長＞＜総合司会＞ ＜基調講演＞



＜平成２８年１１月＞
１１月１２日（土） 浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー市民公開講座

山城 惟欣 先生

「口から食べる喜びをいつまでも ～摂食や嚥下について学ぼう～」

眞喜屋 佳恵 ＳＴ

上間 鈴美 管理栄養士

前仲 佐和 歯科衛生士

＜パネルディスカッション＞



＜平成２８年１１月＞
１１月２５日（金） 滋賀県高島市より視察受け入れ

・認知症施策（仲地地域支援課係長）

・グループワーク
「ターミナル患者との関わりを通して

多職種連携を考える」

講師：大濵 篤 先生

＜浦添での取り組みを紹介＞

・「チームたかしま」の取り組み紹介 古谷 靖子（高島市保健師）

・コミュニティー推進事業
（中本浦添社協事務局長）

・「うらっしー」（呉屋コーディネーター）

・「うらそえ介護福祉士会」
（安保アルカディア課長）

多職種意見交換会同日 （浦添市社会福祉センター・３階大研修室）



＜平成２８年１１月＞

１１月３０日（水）

（浦添市医師会事務局）

・平成２８年４月～１１月の取り組み報告

第２回 浦添市在宅医療・介護連携支援センター運営委員会

・１２月以降の取り組みについて

・次年度（平成２９年度）の取り組みに向けて など

＜議題＞

「うらっしー」は、運営委員会での議決を踏まえ
ながら、各種事業取り組みを行っています。
委員の皆様には、今後ともご指導・
ご鞭撻をよろしくお願いいたします｡｡｡



＜平成２８年１２月＞

１２月９日（金） 南部地区在宅医療連携ネットワーク委員会

（南部地区医師会・会議室）

・「医療・介護連携コーディネーターの役割について」

講師：平良コーディネーター

１２月２１日（水） 医療事務職員連絡会議 （浦添市医師会事務局）

・「脳梗塞後に流涎で困っている症例に対する
抗コリン剤の使用経験」

１２月２７日（火） 在宅医療ネットワーク世話人会

（浦添市医師会事務局）

講師：宮城 淳 先生
（みやぎ内科循環器科ファミリークリニック）



浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっしー

昨年も多職種の皆さんには

大変お世話になりました｡｡｡

今年（２０１７年）も皆様にとって

素晴らしい１年となりますように｡｡｡

医療･介護･保健･福祉の連携を

築いて行きましょう!!

浦添市医師会

浦添市在宅医療ネットワーク


