
平成 29 年度 年間活動報告 

 (1)  平成 29 年度総会 & 地域医療講演会 開催 

日時 5 月 20 日(土) 9 時 00 分～11 時 00 分、 会場 研修センター 2階 大研修室 

・総会(9 時 00 分～9 時 50 分) 
平成 28 年度活動報告及び決算報告、平成 29 年度活動計画(案)及び予算(案) 

    ・地域医療講演会(10 時 00 分から 11 時 00 分)  
   講演「NICU から地域へ」       市立御前崎総合病院 小児科科長 深澤 宙丸 様

           講演「地域に根ざした助産活動から見えてきた母子支援」おはな助産院院長 野口 智美 様
   出席者 88 名

(2) 第 13 回 地域医療支援ネットワーク協議会・交流会 参加 
日時 6 月 2 日(金)15 時 30 分～、 会場 掛川グランドホテル 3 階 シャングリラスイート C 
テーマ 地域医療を育む住民活動の意義の再確認 NPO 法人地域医療を育てる会理事長 藤本 晴枝 様 

(3) 中東遠総合医療センター見学・体験学習 参加  
 目的 高校生が医療への関心をもつ機会とする(医師、看護師、技師、セラピスト等の仕事) 
日時 6 月 11 日(日)8 時 45 分～12 時 15分、 会場 中東遠総合医療センター 

       対象者 中東遠地域の高校生 30～40名 
・特別講義「医療を志すー自分を育むんでくれた地域を支える人材になるー」 

浜松医科大学 地域医療学講座特任教授 山岡 泰治 様 
・病院見学(ICU、手術室、CT、MRI、薬剤室、検査室等) 

模擬体験(血中酸素濃度、心電図、血圧測定、リハビリ疑似体験) 
先輩と語る(中東遠出身者、中東遠在住の先輩と懇談会) 

参加希望者 池新田高等学校 3 名 

(4) 「ありがとう」メッセージを届ける 
日時 6 月 13 日(火)13 時 30 分～、 会場 市立御前崎総合病院 応接室 

       その他、宮内診療所へ届ける。 

 (5) 平成 29 年度 地域医療シンポジウム in おまえざき 開催

日時 7 月 17 日(祝・月) 13 時 30分～、会場 佐倉公民館さくらんぼホール   

・概要説明『中東遠の医療の現状と今後』    浜松医科大学 地域医療学講座 山岡特任教授

・講演『中東遠の地域医療の活性化に向けた取り組み』 市立御前崎総合病院顧問 中村 達 様 

・講演『かかりつけ医のすすめ』―これからの地域医療と家庭医療センターの役割― 

 菊川家庭医療センター医師 吉野 弘 様 

        出席者 受講者 219 名 

(6) 市民活動パワーアップ講座 参加 

日時 7 月 22 日(土) 10 時 00 分～15 時 00 分、 7 月 29 日(土) 10 時 00 分～12 時 00 分 

会場 御前崎市役所 3階 302 会議室、主催 御前崎市、 受託 認定 NPO 法人魅惑的倶楽部  

・市民協働とは?                          ふじのくに西部 NPO 活動センター長 今村 哲郎 様 
・社会的認知度を挙げる情報発信                                           メディア関係者 

       ・効果的なプレゼンテーション                 東海まちづくり研究所代表取締役 山内 英彦 様

 (7) 第 22 回 御前崎市民公開講座 参加 

日時 9 月 2 日(土) 14 時 30 分～16 時 30 分、会場 市立御前崎総合病院 2階講堂 

・講演「沈黙の臓器〈腎臓〉に耳を傾けよう」   市立御前崎市健康づくり課保健師 荒波 聡子様
・講演「今日からできる減塩とリンのはなし」   市立御前崎病院栄養科管理栄養士 寺島 聖子様 
・特別講演「CKD って何?－腎臓のおはなしー」   市立 御前崎総合病院内科部長    高橋  聡 様 



(8)  第１回勉強会 開催 

日時 9 月 10 日(日) 10 時 00 分～11 時 15 分、会場 池新田公民館 多目的ホール  

・講演『正しい救急車の使い方』       御前崎市消防署 警防第３部副当直指令 川原崎 幸司 様

       ・講演『在宅医療と看取りについて』『認知症とその予防』     あんぬ医院 院長 本多 あん奴 様 

       出席者 173 名 

(9)  地域医療講演会 わがまちの地域医療の現状を知ろう 参加 

日時 9 月 23 日(土) 13 時 30 分～15時 30 分、会場 吉田町学習ホール  

主催 地域医療を支える はいなんの会  

・報告『地域医療を支える はいなんの会』活動紹介 
・演題『住み慣れた地域での生き方・医療の受け方』 

榛原医師会 会長 石井内科皮膚科医院 院長・医師 石井 英正 様 
・講演『静岡県内の医療の現状と今後、地域医療を支える団体の活動』

         国立大学法人浜松医科大学 地域医療学講座 特任教授 山岡 泰治 様 

 (10)  会報第 9号  10 月 13 日(金) 発行 

     発行部数 1,600 部  

配布先 町内会回覧、会員、市役所、病院等 

内容 

        ・寄稿 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック 吉野 弘 様 

 ・H29.2.28 病院医師との懇談会、応急処置講習、   ・H29.5.20 総会&地域医療講演会 

・H29.6.2 地域医療支援ネットワーク協議会、      ・ H29.6.13 ありがとうメッセージ伝達 

      ・H29.7.17 地域医療シンポジウム inおまえざき、  ・ H29.9.10 第１回勉強会、その他  

   (11)  市立 御前崎総合病院 病院祭 参加 

日時 10 月 21 日(土) 10 時 00 分～14時 00 分、会場 市立御前崎総合病院  

役割 「つゆひかりカフェ」のお手伝い

 (12)  御前崎市家庭医療センター しろわクリニック落成式 参加 

日時 11 月 3 日(金)文化の日 10 時 00分～12 時 00 分  

会場 御前崎市家庭医療センター しろわクリニック ２階大会議室 

(13) しろわクリニック内覧会、市民公開講座 参加 

日時 11 月 4 日(土)10 時 00 分～16 時 00 分、会場 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック  

・講演「かかりつけ医のすすめ」       しろわクリニック所長/医師(指導医) 吉野 弘 様

・講演「御前崎市を健康なまちへー家庭医療センターとともにー」 

浜松医大地域家庭医療学講座特任教授 しろわクリニック非常勤医師 井上 真智子 様 

・講演「しろわクリニックでのリハビリテーション」   しろわクリニック理学療法士 山本 三郎 様 

・講演「こんにちは『訪問看護』です」    訪問看護ステーションはまおか看護師長 堀井 直美 様  

(14) 御前崎市地域医療を育む会ホームページ  開設 
 閲覧 御前崎市地域医療を育む会 で検索 

        内容 平成 25年度～活動報告書、活動計画書、会報創刊号～、 

会員募集チラシ(申込書ダウンロード可)、地域医療シンポジウム(申込書ダウンロード可) 

           その他、イベントや勉強会などのお知らせ、アンケート結果など活動報告 

(15) 県政さわやかタウンミーティング 参加 

日時 11 月 13 日(月)15 時 00 分～、会場 掛川市中部地域健康医療支援センター「中部ふくしあ」 

内容 ①県の医療行政を理解する。②行政への県民の声を反映していただく。 
③11 月 23 日シンポジウムの準備状況を委託主へ報告する。 



(16) 第 2 回勉強会 開催 

日時 11 月 18 日(土) 10 時 00 分、会場 佐倉公民館会議室 1.2   

・講演『薬とくらしの教室』 ―疾患別薬の知識、ジェネリック医薬品について、災害への備えー』 

講師 オガワ薬局 薬剤師 杉浦 敦子 様  協力 一般財団法人小笠袋井薬剤師会 

       出席者 42名 

(17) 介護と医療の総合的な確保に向けたシンポジウム 開催 
日時 11 月 23 日(祝)13 時 30分、会場 沼津市 プラザ ウェルデ コンベーションホール 
主催 医療と介護シンポジウム開催実行委員会、静岡県 
・講演『今、求められる地域包括ケアと健康なまちづくり』 

国立大学法人 地域家庭医療学講座 特任教授 井上 真智子 様 
・パネルディスカッション 地域包括ケアシステムを住民参加でつくる 

ー地域包括ケアシステムの花が咲く土(地域)づくりの主役は住民―  
パネリスト 掛川市地域医療推進課長大竹紗代子氏、居場所 戸田くるらの家代表 山田 いさみ 様   

       NPO 法人 f.a.n.地域医療を育む会 会長 武田 和子 様 
 コーディネーター 浜松医科大学地域医療学講座 特任教授 山岡 泰治 様 

 (18) 御前崎市大産業まつり 出店   

日時 11 月 26 日(日) 9 時 30分、会場 市役所駐車場 

・健康づくり課、市民課国保係配布物、マスク配布 ・御前崎市地域医療を育む会の紹介物展示 

 (19) 地域医療支援ネットワーク協議会(第 14 回) 参加 
日時 12 月 11 日(月) 15 時 30 分、 会場 掛川グランドホテル 3階 シャングリラスイート A 
・概要説明   地域医療講座       
・住民グループ 10団体の活動発表 「今年度のトピックスとなる活動」と「今後の活動方針」 

(20) しろわカフェ 出席 
日時 12 月 21 日(木)15 時 00 分、1月 18 日(木)15 時 00 分～ 、会場 しろわクリニック 
・12/21 たべものの健康に関する話 (御前崎総合病院管理栄養士) 

       ・ 1/18 リハビリの話 (しろわクリニック リハビリ技師) 

       ・ ありがとうメッセージ贈呈(3枚)、御前崎市地域医療を育む会活動紹介 

(21) あんぬ医院 訪問 
日時 1 月 11 日(木)12 時 30 分～、  会場 あんぬ医院 
・ありがとうメッセージ 9枚を本多あん奴院長に贈る

(22) 浜松医科大学地域家庭医療学講座 医学生による出前授業 出席 
日時 1 月 12 日(金) 9 時 20 分、  会場 第一小学校 多目的室 
・「インターネット・ゲームの健康的な利用方法を知ろう」①睡眠と生活リズムへの影響、 

②姿勢、視力への影響 などについて学び、健康に支障の出ない利用方法について考える。 
・対象は、 5年生 3クラス  2、3、4 時間目(各 45 分) 
・実施者 浜松医科大学地域家庭医療学講座 小学校健康教育プロジェクト 

医学生 5名、しろわクリニック看護師 1名、井上真智子特任教授 
       ・協力 第一小学校 養護教諭 高橋浩美先生、5年生担任の先生 

(23) お茶と魚で健康まちづくり ～地産地消で御前崎を元気に!～ 協力 
日時 平成 30年 2 月 10 日(土)13 時 30 分、 会場 池新田公民館 多目的ホール  
主催 しずおか御前崎茶商協同組合、御前崎船主事業協同組合 
協力 御前崎市地域医療を育む会、静岡県中小企業団体中央会 

 対象者 茶商業者、漁業・魚卸・小売業者、市民、行政、医療関係者、介護事業者、商工会 
       ・講演御前崎市における食と健康に対する取り組み』      御前崎市長 柳澤 重夫 様 
        ・講演『お茶と魚で健康まちづくり ―ダブルで認知症撃退―』 

市立御前崎総合病院 内科 医学博士 鮫島 庸一 様 
       ・『御前崎の食材を活かした食の楽しみ方』             栄養士 吉村 佳代子 様
       出席者 130 人  



(24) 劇団たんぽぽ「ゆずり葉の季節(はる)」 共催 

～家で看取る～もし、あなたの家族が家で死にたいと言ったら、あなたはどうしますか? 
日時 平成 30年 2 月 18 日(日)14 時 30 分開演、  会場 御前崎市民会館 
主催 社会福祉法人 賛育会 創立 100 周年地域活動記念事業 

       出席者 625 人 

(25) 御前崎ケーブルテレビ「げんきで GO! 御前崎で暮らそう」 出演
日時 平成 30年 3 月 9 日(金)15 時 00 分～ 、会場 池新田公民館 2F 

       質問内容 会を発足したきっかけ、現在の活動、活動を通して伝えたいこと、活動で感じること、 
御前崎市が元気になる方法 

       番組概要 げんきい GO!(15 分番組)のうちインタビューコーナー(約 7分) 
       初回放送 4 月 10 日(火)17 時(予定) ケーブルテレビ 121ch にて 

 (26)  大好き御前崎プレゼンツ 子育てイベント いのちってすばらしい 応援
日時 平成 30年 3 月 25 日(日)10 時 00 分～、会場 御前崎文化会館 1Fロビー、2F会議室 
主催 まちづくり団体 大好き御前崎、協力 お産ラボ、おはな助産院、Love birth 
・お産でつながるみんなの輪 ～お産や育児のこと体験シェア会～  
・おはな市 チャリティバザー 

       ・講話『いのちって素晴らしい!!』           

(27) 会報第 10 号  4 月 13 日(金) 発行 

     発行部数 1,600 部  

配布先 町内会回覧、会員、市役所、病院等 

内容 
      ・寄稿 市立御前崎総合病院 病院長兼診療技術部長 秦野 吉徳 様 

       ・H29.10.21 市立御前崎総合病院 病院祭、 ・H29.11.11 第 2 回勉強会講演『薬とくらしの教室

・H29.1123 医療と介護の総合的な確保に向けたシンポジウム、・H29.11.25 御前崎市大産業まつり 
        ・H29.12.11 地域医療支援ネットワーク協議会、 

・H30.1.11 あんぬ医院 ありがとうメッセージ贈呈 
       ・H29.12.21 H30.1.18 しろわカフェ、・H30.1.12 家庭医学生 第一小出前授業 

・H30.2.18 劇団たんぽぽ「ゆずり葉の季節(はる)」 、・ H30.2.10 お茶と魚で健康まちづくり 

   ・H30.3.25 大好き御前崎プレゼンツ 子育てイベント いのちってすばらしい 


