
第11回

日時

会場

平成28年2月6日（土）
13時00分～15時50分（開場12時30分）
平平平平平平成成成成成222228888年年年年年年 月月月月 日日日日（（（（土土土土土））））
11111333333時時時時時時00000000分分分分分分～～～～111115555時時時時時時55550000分分分分分分（（（（（開開開開開開場場場場場場場場1111122222時時時時時時333330000分分分分分分）））））
平成28年2月6日（土）
13時00分～15時50分（開場12時30分）

ラッセホール 「リリー」
神戸市中央区中山手通4－10－8
ラララララッッッッッッセセセセセホホホホホーーールルルルル 「「「「「リリリリリリリリーー」」」」」
神戸神戸神戸神戸神戸神戸戸市中市中市中市中市中市市中央央区央区央区央区央区中山中山中山中山中山中山手通手通手通手通手通手通通手 4－4－4－4－4－44 1010101010－8－8－8－8－888
ラッセホール 「リリー」
神戸市中央区中山手通4－10－8
神戸市営地下鉄「県庁前駅」下車、徒歩5分
JR・阪神「元町駅」下車、徒歩8分
JR・阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮駅」下車、徒歩15分
高速「花隈駅」下車、徒歩15分

神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市神神戸市戸 営地下営地下営地下営地下営地営営地下下鉄「県鉄「県鉄「県鉄「県鉄「県鉄「県鉄「県庁前駅庁前駅庁前駅庁前駅前駅庁前駅庁前庁 」下車」下車」下車下車下車車車下車下 、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩徒歩徒歩徒歩5分5分5分5分分分分神神戸市神戸市神戸市神戸市 地営地下営地下営地下営地営 鉄「県鉄「県鉄「県鉄「県鉄「県庁前駅庁前駅庁前駅庁前駅庁前駅駅」下車」下車」下車下車車 徒歩徒歩徒歩徒歩徒歩5分5分分5分5
JJR・JR・JR・JR・JRR 阪神「阪神「阪神「阪神阪神阪神阪神 元町駅元町駅元元町駅元町駅町駅駅」下車」下車」下車」下車下車車車下車下 、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩徒歩徒歩徒歩徒歩8分8分分8分8分8分
JJR・JR・JR・JR・JRR 阪急・阪急・阪急・急・・阪急阪急阪急阪急 阪神・阪神・阪神・阪神・・阪神阪神阪神阪 神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市神神戸市戸 営地下営地下営地下営地下営地下営地営 下鉄「三鉄「三鉄「三鉄「三鉄鉄鉄 宮駅」宮駅」宮駅」宮駅宮駅宮駅宮駅 下車、下車、下車、下車、下車、下車下車車車 徒歩1徒歩1徒歩1歩1徒歩1徒歩徒歩徒歩歩 5分5分分分5分5分5分
高速「高速「高速「高速高速高速高速 花隈駅花隈駅花隈駅花隈駅花隈駅隈駅花花 」下車」下車」下車」下車下車車車下車下 、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩徒歩徒歩徒歩15分15分15分分15分5分5分

神戸市営地下鉄「県庁前駅」下車、徒歩5分
JR・阪神「元町駅」下車、徒歩8分
JR・阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮駅」下車、徒歩15分
高速「花隈駅」下車、徒歩15分

参加費無料　参加ご希望の方は下記まで裏面の申込用紙をＦＡＸでお送りください。
神戸大学大学院保健学研究科地域連携センター（担当者：曾輪）　FAX：078－796－4523

1 開会の挨拶　13：00～開会の挨拶　13：00～ 神戸大学大学院保健学研究科地域連携センター　センター長　種村留美
神戸大学地域連携推進室　室長　奥村　弘

座長　小寺さやか　（神戸大学大学院保健学研究科国際保健学領域　准教授）

座長　林　敦子　（神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域　准教授）

2 保健学研究科地域連携活動報告（第１部）　（13：15～14：30）保健学研究科地域連携活動報告（第１部）　（13：15～14：30）

林　敦子林　敦林　敦林　敦林　敦林 敦敦子子子子子子林　敦子

①高齢者・認知症の人と家族の生きがい支援事業
林林 敦林 敦林 敦林 敦敦子子子林林 敦子

①①①①①高齢高齢高齢高齢高齢高齢者・者・・者・者者者 認認知認知認知認知認知認 症の症のの症の症の症症 人と人と人人と人と家族家族家族家族家族家族家 の生の生の生の生の生きがきがきがきがきががい支いい支い支支支援事援事援事援事援事援 業業業業業業業援援事援事業業業①高齢者・認知症の人と家族の生きがい支援事業

山本暁生　高田　哲哲哲哲哲哲哲山本暁生　高田　哲

②地域の医療・福祉・教育機関と連携した新たな
　福祉スイッチの開発の試み

山山本山本暁山本暁山本暁本暁暁生　高生　高生　高生　生　高生 高生 高田　田田本暁生 高山本暁生　高田

②②②②②地域地域地域地域地域の医のの医の医の医医療・療・療・・療療療療 福祉福祉福祉祉福祉福祉福祉福 ・・教・教・教教教教育機育機育機育機育機関と関と関と関と関関関 連携連携連携連携連携連携携したしたしたしたた新た新た新た新た新新 なななななな
福福福福福福福祉ス祉スス祉ス祉祉祉 イッイイッイッイッッチのチのチのチのチの開発開発開発開発開発開 のの試の試の試の試試みみみみみみ

②地域の医療・福祉・教育機関と連携した新たな
　福祉スイッチの開発の試み

中塚志麻　江尻裕子　高田　哲中中塚中塚志塚志塚志志中 麻　江麻　江麻　江麻　江麻麻 尻裕子尻裕子子尻裕子尻裕子子 高田高田高田田田 哲哲哲哲哲哲中塚志麻　江尻裕子　高田　哲

③発達支援教室「ぽっとらっく」を通じた
　子どもたちと学生ボランティアの成長と学び

中中塚中塚志中塚中塚志塚志麻 江麻 江麻 江麻 江麻麻 尻裕子尻裕子子尻裕子尻裕子尻裕 高高高田高田高田高麻 江尻裕子 高中塚志麻 江尻裕子 高田

③③③③③③発達発達発達発達発達達支援支援支援支援援援教室教室教室教室教室「ぽ「ぽ「ぽぽぽぽっとっとっとっとらっらっらっらっら く」く」く」く をを通を通を通を通通じたたじたじたじた
子子子子子どもどもどもどもどもたちたちたちたちたちと学と学と学学学学生ボ生ボボ生ボ生ボ生ボランランランラランティティティテ アのアのアのアの成長成長成長成長成長成長と学と学と学と学学学びびびびびンンンティティティティアのアのののアのア 成長成長成長長成長成 と学と学学と学と学学びびびび

③発達支援教室「ぽっとらっく」を通じた
　子どもたちと学生ボランティアの成長と学び

中田　修　種村留美中田　中田　中田田田中 修　種修　種修　種修　種種村留美村留美美村留美村留美村留美中田　修　種村留美

④在宅生活をおくる
　高次脳機能障がい者に対するITの活用

中田中田中田中田中田 修修修修修修中田 修

④④④④④在宅在宅在宅在宅在宅宅生活生活生活生活生活をおをおをおをおをおを くるくるくるくるるる
高高高高高高高次脳次脳次脳次脳脳脳機機能機能機能機能障が障がが障が障が障障がい者いい者い者い者者者に対に対に対に対対対するするするするるするITITITの活の活の活の活活活用用用用用Tの活の活活の活用用用用

④在宅生活をおくる
　高次脳機能障がい者に対するITの活用

村田峻輔　中村　稜　斎藤　貴　澤　龍一　小野　玲村村村田峻村田峻村田峻峻輔　中輔　中　中中輔　中輔 村　稜村　稜村　稜村 稜村 斎藤斎藤斎藤斎藤斎藤斎藤 貴貴　貴貴 澤　龍澤　龍澤　龍澤　龍一　小一　小一　小一　一　小一 小小野　玲野　玲野　玲野 玲野 玲野村田峻輔　中村　稜　斎藤　貴　澤　龍一　小野　玲

⑤須磨地域在住高齢者との関わり
　ーいつまでも元気な体を目指してー

村村村田峻村田峻村田峻峻峻輔 中輔 中中中輔 中中村 稜村 稜村 稜村 稜村 稜 斎斎斎藤斎斎斎 貴貴貴 澤澤澤澤澤村 村 稜 貴村田峻輔 中村 稜 斎藤 貴 澤

⑤⑤⑤⑤⑤⑤須磨須磨須磨須磨須磨磨地域地域地域地域地域在住在住在住在住在住高齢高齢高齢高齢高齢高齢者と者と者とと者者者 のの関の関の関関関関わりわりわりわりり
ーーいーいーいいつまつまつまつまままでもでもでもでもも元元気元気元気元気気な体な体な体な体体を目を目を目を目を 指し指ししし指し指指 てーてーてーてつまつまつままでもでももでもで 元気元気気元気な体な体な体体を目を目を目を 指指指し指ししててて

⑤須磨地域在住高齢者との関わり
　ーいつまでも元気な体を目指してー

篠川裕子篠川裕篠川裕篠川裕篠川裕篠 子子子子子篠川裕子

⑥児童発達支援事業所に対する巡回支援活動について　
　－神戸市発達障害支援センターとの連携事業－

篠篠川裕篠川裕篠川裕篠川裕篠川裕子子子子子裕篠川裕子

⑥⑥⑥⑥⑥⑥児童児童児童児童児童童発達発達発達発達発達達支援支援支援支援援援事業事業事業事業業事業所に所にに所に所所 対す対す対す対す対対する巡る巡る巡る巡る巡巡る 回支回支回支回支回 援活援活援活援活援活援 動に動にに動に動に動についついついついてててて
－－－－神戸神戸神戸神戸神戸神戸市発市発市発市発市発発市 達障達障達障達障達障障害支害支害支害支害支害 援セ援セセ援セ援援援 ンタンタンタタンターとーーとーととのの連の連の連連連連携事携事携事携事携事事業－業－－－－業業業業
⑥児童発達支援事業所に対する巡回支援活動について　
　－神戸市発達障害支援センターとの連携事業－

近藤有希　海老名葵　澤　龍一　小野　玲近藤有近藤有藤有近藤有希　海希　海希　海希　海希 老名葵老名葵葵老名葵老名葵 澤澤澤澤 龍一龍一龍一一一龍一 小小野小野小野小野小野野 玲玲玲玲玲近藤有希　海老名葵　澤　龍一　小野　玲

⑨篠山市乳幼児健診での取り組み
　－産後女性のマイナートラブル－

近近近藤有近藤有近藤有近藤有希 海希 海希 海希 海希 海希 海老名葵老名葵葵老名老名葵老名葵 澤澤澤澤澤希 海老名葵近藤有希 海老名葵 澤

⑨⑨⑨⑨⑨⑨篠山篠山山篠山篠山篠篠 市乳市乳市乳市乳市乳乳幼幼児幼児幼児幼児児健診健診診健診健診健診健診でのでのでのでの取り取り取り取り取取 組み組みみみ組み組み組
－－－産－産－産産産産産後女後女後女後女後女後後 性の性の性の性の性の性 マイマイマイマイマ ナーナナーナ トトラトラトララブルブルルブルル－－マイイマイマイナナナナナ トラトララトラト ブルブルルブルル
⑨篠山市乳幼児健診での取り組み
　－産後女性のマイナートラブル－

⑧健康な体づくりを目指した取り組みの第一歩
　－小学校との連携を通して－
⑧⑧⑧⑧⑧⑧健康健康健康健康健康健康な体な体な体な体な体づくづくづくづくづ りをりをりををを目指目指目指目指指したししたしたした取り取り取り取り取取 組み組みみみ組み組み組 のの第の第の第の第第第第一歩一歩一一歩一歩歩歩歩
－－小－小－小小小学校学校学校学校学校学校とのとのとのとのの連携連携連携連携連携連 を通を通を通を通を通通してしてしてしてし －
⑧健康な体づくりを目指した取り組みの第一歩
　－小学校との連携を通して－

　鳥澤幸太郎　澤　龍一　小野　玲

連携連携携連携を通通通を通ししてしてて連携を通して連携を通して
鳥澤鳥澤鳥澤鳥澤鳥澤鳥 幸太郎幸太郎幸太郎幸太郎幸太郎郎鳥鳥鳥澤鳥澤鳥澤鳥澤幸太郎幸太郎郎幸太郎幸太郎幸太郎 澤　龍澤　龍澤　龍澤 龍澤　龍澤　龍一一一一一澤 龍澤 龍澤 龍澤 龍澤 龍澤 龍一一一一一 小小野小野小野小野小野野 玲玲玲玲玲玲小小野小野小野小野小野野伊佐常紀　鳥澤幸太郎　澤　龍一　小野　玲

　小寺さやか　内田智子小小寺小寺小寺小寺さやかさやかさやかさやかさやかか 子子子子智智智智子子子智智智智内田内田智内内内 子　小寺さやか　内田智子

⑦医療と福祉の連携による障がい者への生活支援事業
　－障がい者施設との連携7年を迎えて－

小小小寺小寺小寺さやかさやかかさやかさやかさ小寺さやか 内内内田内田内内田智内田智智智智子子子子子内田智子

⑦⑦⑦⑦⑦医療医療医療医療医療医療と福と福と福と福福福福祉の祉の祉の祉の祉祉 連携連携連携連携連携連携によによによによによに るる障る障る障る障障障がいがいがいがいがいが 者へ者へ者へへ者者者 の生の生の生の生生活支活支活支活支活 援事援事援事援事援事援 業業業業業業業
－－－－－障が障が障が障が障が障障 い者い者い者い者者者施設施設施設施設施設施設とのとのとのとの連携連携連携連携連携連携7年7年7年7年年年を迎を迎を迎を迎を迎えてえてえてええ －－7年7年7年年を迎を迎を迎迎を ええてえてて
⑦医療と福祉の連携による障がい者への生活支援事業
　－障がい者施設との連携7年を迎えて－

3 保健学研究科地域連携活動報告（第２部）　（14：40～15：40）保健学研究科地域連携活動報告（第２部）　（14：40～15：40）

　神戸大学大学院保健学研究科　研究科長　高田　哲4 閉会の挨拶　15：40～閉会の挨拶　15：40～

休　憩  （10分間）休休休休休 憩憩憩憩憩憩 （1（1（100分0分0分分間）間））間）間）間間休　憩  （10分間）

● 参 加 申 し 込 み ●

参加費
無　料

第11回

地域連携センター報告会

全体司会　三谷理恵　（神戸大学大学院保健学研究科看護学領域）全全体全体全体司会司会会司会 三三谷谷理谷理理恵　恵　恵恵 （神（神（神神戸大戸大戸大学大学大学大学学院学院院保健保健保健学研学研研学研究科究科究科看護看護看護学領学領領学領域））域）域全体司会　三谷理恵　（神戸大学大学院保健学研究科看護学領域）受付開始 12：30～受付受付受付開始開始始開始開 1112：2 30030～～～受付開始 12：30～

神戸大学大学院保健学研究科主催

県民小劇場●県庁2号館●

栄光教会●

県庁1号館●

県警●
兵庫県公館●

JR・阪神元町駅

神戸生田中学校●

地下鉄県庁前

ラッセホール「リリー」
◎神戸市営地下鉄「県庁前駅」下車、徒歩5分
◎JR・阪神「元町駅」下車、徒歩8分
◎JR・阪急・阪神・神戸市営地下鉄
　「三宮駅」下車、徒歩15分
◎高速「花隈駅」下車、徒歩15分

長田

阪急花隈駅

三宮

阪急三ノ宮駅
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山手幹線
県庁3号館●

●
農業共済会館

●
兵庫県民会館



神戸大学大学院保健学研究科地域連携センター
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eメールアドレス

名 　 前

所 　 属

連 絡 先

078-796-4523




