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令和 2年度 兵庫あんしんネット 24 事業報告 

1. 全体総括 

昨年度末からコロナ感染拡大の影響もありましたが、オンラインで概ね 3か月に１回役員会を開

催し事業所間の情報交換、兵庫県における定期巡回の状況について情報共有をしました。その際、

兵庫県健康福祉部少子高齢局高齢政策課の方にも参加いただき、意見交換を行い連携を図りました。 

昨年から引続き、普及セミナー・技術力向上研修の開催、兵庫県介護支援専門員協会主催の定期

巡回・随時対応型訪問介護看護充実支援研修でのケアマネジャーとの共同事例発表、地域住民・医

療・福祉事業所向けの出前講座等で制度説明に加え、今年度は新たに、老健・病院向けの研修を開

催しました。また、定期巡回サービスの概要・制度説明を含めた事例集の発行、ホームページの作

成を行い、更なる広報・普及に努めました。 

コロナ禍での活動ではありましたが、研修をハイブリットで開催することで、県外からの講師を

招くことが出来、県内各地からの参加をしていただく事が出来たと感じています。 

定期巡回サービスは創設から 10 年が経とうとしていますが、利用者数はまだまだ少なく、一部

の限られたケアマネジャー等関係者にしか周知できていないのが現状であり、訪問看護ステーショ

ン・医療機関・福祉施設との連携が不足していると感じています。連携を強化すると共に、兵庫県

の第 8期計画でもあるように、「看護小規模多機能」と合わせて 300ヶ所の目標に到達出来るよう、

新規事業所開設を支援できるような活動が必要と考えています。 

協議会の活動内容は以下の通りです。 

    

2. 役員会の開催 

 日  時 主な協議事項 

1 2020年 5月 29日 ・令和 2 年度事業計画、予算案、役員案作成 

・支部活動案作成 

2 2020年 6月 19日 ・令和 2 年度総会（書面総会による開票・集計・監査） 

3 2020年 7月 28日 ・総会の結果報告 

・今年度計画の研修案の作成 

・各事業所の情報交換 

4 2020年 9月 17日 ・普及セミナー、技術力向上研修、充実支援研修の計画 

・介護支援専門員協会との研修連携について 

・兵庫県作成普及チラシへの意見交換 

・帳票ひな形の作成について 

・ホームページ作成の進捗状況 

・各事業所の情報交換 

5 2020年 12月 18日 ・普及セミナー振り返り 

・技術力向上研修、充実支援研修の計画 

・帳票ひな形の作成 

・事例集作成について 

・各事業所の情報交換 
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6 2021年 3月 16日 ・技術力向上研修振り返り 

・兵庫県よりの連携内容報告 

・今年度の事業報告 

・来年度の事業計画 

・ホームページ作成の進捗状況 

・各事業所の情報交換 

   

3. 支部活動について 

 日  時 主な協議事項 

1 2020年 6月 12日 神戸支部会議 

2 2020年 8月 18日 神戸支部会議・研修（参加者 16名） 

【テーマ】 

神戸市における感染症対策の取組 

講師: 神戸市保健福祉局介護保険課介護保険事業担当  

係長 西村 千広氏 

感染症予防対策について 

講師：六甲アイランド甲南病院 感染管理認定看護師 

窪田 順江様 

3 2020年 9月 阪神丹波支部書面会議 

4 2020年 10月 27日 神戸支部会議・研修（参加者 18名） 

【テーマ】 

計画作成責任者研修 

講師：ホームネット株式会社 地域包括ケア推進事業部 

サービスアドバイザー 片山 比呂史氏 

5 2020年 11月 12日 阪神丹波支部会議・研修（参加者 14名） 

【テーマ】 

感染症予防対策について 

講師：六甲アイランド甲南病院 感染管理認定看護師 

窪田 順江様 

6 2020年 12月 15日 神戸支部会議 

7 2021年 2月 16日 神戸支部会議 

    

※東播磨北播磨支部・西播磨但馬支部においては今年度は見送り 
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4. 研修について 

 日  時 内  容 

 1 2020年 11月 24日 定期巡回サービス普及セミナー 

（参加者）163 名 現地 41 名 オンライン 122 名 

（テーマ）定期巡回サービスへの行政支援と事業所連携 ～埼玉

県の取組から学ぶ～ 

 

【行政説明】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局高齢政策課 課長 坪井 宏徳 氏 

【講演】 

①行政と事業所連携による定期巡回サービス普及の取り組みと今

後の展望 

（講師） 

埼玉県福祉部地域包括ケア課 

主査 根本 美貴子氏 主事  山口  拓哉氏 

 

②「なでしこ」からの報告 

（講師）撫でし子株式会社 代表取締役 加藤 英樹氏 

 

③定期巡回サービスの委託連携を活用して 

（講師）コウダイケアサービス株式会社 片西 幸代氏 

 

④ひょうご地域共生型モデル事業中間報告 

（講師）ユピテル三田 管理者 三島 理恵氏 

 

3 2021年 2月 26日 定期巡回サービス技術力向上研修 

（参加者）90 名 現地 20 名 オンライン 70 名 

（テーマ）定期巡回としての適正な居宅サービス計画作成～自立

支援を基盤としたプラン作成～ 

 

【行政説明】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局高齢政策課 

介護基盤整備班班長 藤本 俊典氏 

 

【講演】 

①定期巡回サービスのプラン 

（講師）有限会社ナースケア 代表取締役社長 和田 博隆氏 

②看護のアセスメント 

（講師）ステップこはま２４ｈケアステーション 管理者 廣木 聖子氏 

③記録・個別援助計画 

（講師）ロジケアあしや 管理者 樋口 正人様 

 



第 1 号議案  令和 3 年度兵庫あんしんネット 24 

 

4 2021年 3月 16日 定期巡回サービス充実支援研修 

（参加者） 92 名 現地 18 名 オンライン 74 名 

（テーマ） 定期巡回サービスの概要と活用方法 ～在宅療養者

を支える事例を通して～ 

 

【行政説明】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局 

高齢政策課介護基盤整備班班長 藤本 俊典氏 

 

【講演】 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは 

（講師）兵庫あんしんネット 24 会長 小田 美紀子 

②「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの特長」 

（講師）ミクチサポートセンター 管理者 天野 佳則 氏 

③事例発表 

（講師）姫路医療生活協同組合 北部 管理者 藤田 浩実 氏 

④事例発表 

（講師）駒どり巡回サービス須磨南 管理者 徳山 聡美 氏 

⑤事例発表 

（講師）コウダイケアコールセンター神戸北管理者 志内 美佐子 氏 

 

   

 

5. 広報について 

  日  時 内   容 

 1 2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

出前講座（15回） 

各役員にて、医療・介護・福祉事業所、地域集会所等で開催 

2 2021年 3月 7日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護～サービス概要・事例集～ 

発行 

 3 2021年 3月 31日 ホームページ アップ 

https://hyogo-anshinnet24.com/ 

 

6. 相談窓口 

  日  時 内   容 

 1 2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

毎週 火・木曜日 10:00～12:00 

年間 91日 相談件数 19件 
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7. その他打合せ等 

 日  時 主な協議事項 

1 2020年 10月 23日 介護支援専門員協会 尼崎地区 

定期巡回サービス充実支援事業 事例発表 

ロジケアあしや 樋口 正人氏 

2 2020年 11月 12日 介護支援専門員協会 神戸地区 

定期巡回サービス充実支援事業 事例発表 

駒どり巡回サービス須磨南 徳山 聡美氏 

3 2020年 11月 30日 介護支援専門員協会 姫路地区 

定期巡回サービス充実支援事業 事例発表 

スマイルサポートセンター太子 土居 祐貴氏 

4 2020年 12月 16日 

2021年 1月 13日 

介護支援専門員協会 オンライン開催 

定期巡回サービス充実支援事業 事例発表 

ロジケアあしや 樋口 正人氏 

 

8. 会計報告 別紙の通り  

 


