
医政第 1001 号  

令和４(2022)年 12 月 22 日  

 

関係団体の長 様 

 

栃木県保健福祉部医療政策課長  

 

 

令和４年度厚生労働省委託事業「在宅医療関連講師人材養成事業」 における 

研修会の開催について 

 

本県の保健・医療・福祉行政の推進につきましては、日頃から特段の御協力をいただき

厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記の件について、厚生労働省医政局地域医療計画課から在宅医療に関する人材

育成を支える高度人材を養成するため、下記のとおり、医師、看護師、介護関係者等の多

職種を対象とした研修会を開催する旨、連絡がありました。 

 つきましては、YouTube（限定公開）により研修動画が配信されますので、研修会への参

加について、貴会会員へ周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．配信期間 

 令和４(2022)年12月20日（火）～令和５(2023)年２月28日（火） 

 

２．動画配信URL 

【総論：19コマ 約10時間】 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfJUlJePZO8BOGLuk7qzU2sORKZ4gxfdj 

【各論：10コマ 約５時間】 

https://youtube.com/playlist?list=PLfJUlJePZO8CIXm3WxQtPBA7iT8KgqpKP 

（※参加登録は不要です。） 

 

３．受講対象者 

医師、看護師、歯科医師、薬剤師、保健師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、

管理栄養士、介護支援専門員、行政職員等の在宅医療や介護に関わる方 

 

４．プログラム 

 別添のとおり 

 

在宅医療・介護連携担当：大橋  

電話：028-623-2810       

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfJUlJePZO8BOGLuk7qzU2sORKZ4gxfdj
https://youtube.com/playlist?list=PLfJUlJePZO8CIXm3WxQtPBA7iT8KgqpKP


【別紙１】在宅医療関連講師人材養成事業（令和4年度厚生労働省委託事業）_事前学習動画一覧

No 講義タイトル 役職 講師 動画URL

-
総論再生リスト
（総論１～19の動画が一覧となっているページです）

- -

https://www.youtube.com/playli

st?list=PLfJUlJePZO8BOGLuk7qz

U2sORKZ4gxfdj

総論１ 政策からみた在宅医療の現状について
厚生労働省

医政局地域医療計画課
外来・在宅医療対策室室長

谷口 倫子 https://youtu.be/cWdFo2mqNAY

総論２ 行政から見た地域の様々な取り組み
厚生労働省 老健局

認知症施策・地域介護推進課
地域づくり推進室 室長補佐

田中 明美 https://youtu.be/MBahToK-Y0U

総論３
在宅医療・介護における行政と
訪問看護の連携の実際

富山県厚生部高齢福祉課
地域包括ケア推進班

課長補佐
水上 みどり https://youtu.be/tUuMXNqO2rM

総論４ 行政の役割
埼玉医科大学総合医療センター

小児科
講師

奈倉 道明 近日中に公開予定

総論５ 在宅医療におけるかかりつけ医の役割
公益社団法人 日本医師会

常任理事
江澤 和彦 https://youtu.be/z_DLrkIIDmA

総論６ 病院と在宅医療のシームレスな連携
全日本病院協会　副会長

社会医療法人　祐愛会織田病院　理事長
織田 正道 https://youtu.be/DrXYjNxZqe8

総論７ 郡市医師会での事例 松戸市医師会会長 川越 正平 https://youtu.be/nSesxWUF4C4

総論８ 患者中心の多職種連携
さいわいこどもクリニック

理事長
宮田 章子 https://youtu.be/m_Hy7a0ygRc

総論９ 在宅医療に関する諸費用
全国在宅療養支援医協会

常任理事
島田 潔 https://youtu.be/KDFZHj6mdY0

総論１０ 訪問看護の対象者の理解
公益財団法人

日本訪問看護財団事業部
菊地 よしこ https://youtu.be/QE0Iz7G4CI4

総論１１ 成人を診る在宅医との連携 いらはら診療所 和田 忠志 https://youtu.be/kA_a4L5kAzw

総論１２ 小児在宅医療に関わる機関・職種
三重大学医学部附属病院

小児・AYAがんトータルケアセンター
センター長・病院教授

岩本 彰太郎 https://youtu.be/U7wYdWVJ_yw

総論１３ 在宅医療的ケア児の災害対策
大阪発達総合療育センター

南大阪小児リハビリテーション病院
副院長

竹本 潔 https://youtu.be/holDIHtyf_4

総論１４ 市民が選ぶケアの選択
いなば法律事務所

弁護士
稲葉 一人 https://youtu.be/PVM-yJsfdNQ

総論１５
看取りを念頭においた在宅医療
（地域緩和ケア）の実際

日本ホスピス・在宅ケア研究会
理事長

蘆野 吉和 https://youtu.be/rvds9Do1w8k

総論１６ 災害時における在宅医療
一般社団法人　日本在宅ケアアライアンス

副理事長
武田 俊彦 近日中に公開予定

総論１７
自宅療養における診療プロトコール、
第６・７波を踏まえた対応等

一般社団法人　日本在宅ケアアライアンス
副理事長

石垣 泰則 https://youtu.be/gWAohI76S8Y

総論１８ 地域BCPのススメ
慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室
一般社団法人 コミュニティヘルス研究機構

山岸 曉美
https://youtu.be/mBvRo7GNyX

M

総論１９
在宅医療の安全確保に関する調査結果と
取り組み課題

全国在宅療養支援医協会
常任理事

島田 潔 https://youtu.be/uCoX7ZpVMJI

https://youtu.be/cWdFo2mqNAY
https://youtu.be/MBahToK-Y0U
https://youtu.be/tUuMXNqO2rM
https://youtu.be/z_DLrkIIDmA
https://youtu.be/DrXYjNxZqe8
https://youtu.be/nSesxWUF4C4
https://youtu.be/m_Hy7a0ygRc
https://youtu.be/KDFZHj6mdY0
https://youtu.be/QE0Iz7G4CI4
https://youtu.be/kA_a4L5kAzw
https://youtu.be/U7wYdWVJ_yw
https://youtu.be/holDIHtyf_4
https://youtu.be/PVM-yJsfdNQ
https://youtu.be/rvds9Do1w8k
https://youtu.be/gWAohI76S8Y
https://youtu.be/mBvRo7GNyXM
https://youtu.be/mBvRo7GNyXM
https://youtu.be/uCoX7ZpVMJI


No 講義タイトル 役職 講師 動画URL

-
各論再生リスト
（各論１～10の動画が一覧となっているページです）

- -

https://youtube.com/playlist?list

=PLfJUlJePZO8CIXm3WxQtPBA7

iT8KgqpKP

各論１ 在宅ケアにおける薬剤師の役割
一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会

さいがケアファルマ合同会社
雜賀 匡史 https://youtu.be/WSSGrmES9Qo

各論２ 在宅ケアにおける管理栄養士の役割
日本在宅栄養管理学会

理事長
前田 佳予子 https://youtu.be/ibcM0Ayalqs

各論３ 訪問看護の価値を伝える
中央パートナーズ株式会社

東京ひかりナースステーション
佐藤 直子 https://youtu.be/B9IIl7Mbo8w

各論４ 在宅ケアにおける訪問看護の役割
一般社団法人全国訪問看護事業協会

副会長
高砂 裕子 https://youtu.be/sz_-6Jufs2g

各論５ 在宅歯科医療 現状とその問題点
全国在宅療養支援歯科診療所連絡会

会長
三木 次郎 https://youtu.be/HQYm7oWzL2I

各論６ 介護支援専門員の役割
一般社団法人 日本介護支援専門員協会

常任理事
坪根 雅子 https://youtu.be/Sin18Beu7gc

各論７ 在宅ケアにおけるリハビリテーションの役割
東京都リハビリテーション病院

医療福祉連携室長
堀田 富士子 https://youtu.be/HO73IVY4JJI

各論８ 在宅での終末期対応
医療法人財団はるたか会

理事長
前田 浩利 https://youtu.be/Jsrm1ybFjzM

各論９ 呼吸に関する医療ケア
大阪発達総合療育センター

南大阪小児リハビリテーション病院
副院長

竹本 潔 https://youtu.be/CeqLkBDx9aI

各論１０ 栄養に関する医療ケア
株式会社スペースなる

代表取締役
梶原 厚子 https://youtu.be/f27fU5ihDbc

https://youtu.be/WSSGrmES9Qo
https://youtu.be/ibcM0Ayalqs
https://youtu.be/B9IIl7Mbo8w
https://youtu.be/sz_-6Jufs2g
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https://youtu.be/HO73IVY4JJI
https://youtu.be/Jsrm1ybFjzM
https://youtu.be/CeqLkBDx9aI
https://youtu.be/f27fU5ihDbc

