
平成２７年度 

千葉県在宅医療連携拠点事業の  

具体的取り組みについて 

平成２８年２月１９日 

柏市保健福祉部地域医療推進室 



柏市医師会（診療所，病院），柏歯科医師会，柏市薬剤
師会，柏市訪問看護ステーション連絡会，柏市介護 

支援専門員協議会，地域包括支援センター，柏市在宅
リハビリテーション連絡会，東葛北部在宅栄養士会，介
護サービス事業者協議会，柏市社会福祉協議会，柏市
ふるさと協議会連合会 ほか      

柏市（事務局） 

1 

１ 多職種連携上の課題に対する解決策の抽出及びその対応策の 
  検討等の実施 

柏市在宅医療・介護 
多職種連携協議会 

協議会・部会とも，各団体
からの推薦で委員を選任 



平成２７年度年間スケジュール 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

連携協議会 

 (6・10・3月) 

 ・連携・ICT部会 

  (6・10・2月) 

 ・研修部会 

  (5・3月) 

 ・啓発部会 

 (5・8・12月) 

在宅医療研修 

(9・10月,2日ｺｰｽ) 

顔の見える関係会議 

(6・8・11・2月) 

市民啓発(随時) 

 ・わがや発行 

  (8月・2月) 

①6/9 

②10/29 ③3/18 

① 5/15        

①5/25 

②3/11 

②8/6 

①6/30 

③2/17 

①6/23 ②8/28 ③3地区開催    ④2/26 

③3/2 

②10/7 

６号  ７号 

9/13・10/18 
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○柏市医師会在宅プライマリ委員会における議論 
  ・課題抽出及び対応策の検討 
  ・主治医副主治医制の拡大策の検討 
  ※柏市及び東京大学がオブザーバー参加 

○ ＩＣＴを活用した情報共有システムの管理 

   ・システム使用料を市が負担 

   ・患者家族の同意，利用事業所の登録申請，ＩＤ/ＰＷの発行 

○ 個人情報保護研修会・初級者研修会の開催 

○ 効果的な利用に向けた運用マニュアルの作成・配布 

○ 多職種間の情報交換の場の検討 

(1) 24時間対応の在宅医療提供体制の構築 

(2) チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

２ 在宅医療従事者の負担軽減の支援 

運用マニュアル 

※ＩＤ/ＰＷを持つ事業所に配布 

  多職種からのコメント入り 

個人情報保護研修会 

※個人情報取扱注意事項の他 

  医師から効果的な活用説明あり 
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画面イメージ 

患者ごとに 
部屋を作成 

患者を担当して
いる関係者のみ
が，部屋に入れ
る。 

患者ごとの定型化された連携情報 
・フェイスシート（連携基本情報） 
・ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄ（ｱｾｽ情報） 
・温度板（日々の変化情報） 
・カレンダー（関係者予定） 
・お薬手帳（薬剤情報共有） 

日々の変化を共有するケアレポート 
・連絡帳 
・ケアプラン 
・訪問看護指示書 
・診療情報提供書 等 

《参考》情報共有システムイメージ 
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事務
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管理栄養士

営業

オペレーター

その他

《参考》職種別ID・PW登録状況 

通算利用件数：         １８６ 件 

ＩＤ・ＰＷ保有者数：      ７８５ 人 

ＩＤ・ＰＷ保有事業所数：   ２４０ヶ所 

     ※平成２７年１２月末現在 



３ 効率的な医療提供のための多職種連携 

 

保健福祉部 地域医療推進室 職員体制（平成２７年度当初配置状況） 

 室長（事務職）        １名 

   正職員） 一般事務    ２名 

          保健師      ３名 

          歯科衛生士 １名（管理職） 

   臨時職員）社会福祉士 １名（医療SW経験） 

            看護師     １名（がん患者・家族総合支援センター勤務経験） 

          臨床心理士 １名（がん患者・家族総合支援センター勤務経験） 

              保健師    １名（月１０日勤務・視察+相談対応） 

              事務補助員  １名（週３日勤務） 

           

  

                 正職員：7名 臨時職員：5名 計11名  
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(1) アウトリーチ支援 



《参考》柏地域医療連携センター相談状況 

 ○月別相談件数 

H27 計516件（延） 
月平均57.3件 

H26 計727件(延） 月平均60.6件 
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柏地域医療連携センター相談状況 《参考》柏地域医療連携センター相談状況 

平成２７年度（４月～１２月） 柏地域医療連携センター 相談者内訳 

○ 相談者 
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①訪問看護ステーション基盤強化支援 

   訪問看護ステーションの基盤強化を目的として， 

  柏市訪問看護ステーション連絡会が 

  以下の事業を円滑に実施するために支援。 

  ・復職フェア：年１回開催，２３名参加 

  ・体験フェア：随時開催，６名参加 

  ・地域連携セミナー：２病院で開催，５３名参加 

 

②訪問リハビリステーションの充実 

   市内の訪問リハビリステーションのサービス提供状況を 

  評価するとともに，より良いサービス提供に向け，柏市 

  在宅リハビリテーション連絡会と連携し以下の取組を実施。 

  ・リハ連特区部会でのサービス評価 

  ・リハ連交流会の開催支援 

  ・リハ連研修会の開催支援 
10 

３ 効率的な医療提供のための多職種連携 

(2) 医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

訪看：復職フェア 

訪看：地域連携セミナー 

リハ連：交流会 
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○地区社会福祉協議会等を通じ，市民を対象として，計３１回，延べ約１２００名に対し， 
 市民啓発を実施  ※１２月末現在 
○医師・薬剤師にも講師を依頼 

４ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発  

地域での勉強会 

 ⇒平成２６年度までと比べ， 

  サロンや老人会からの依頼が増加 

    

①地域における市民啓発活動 

②在宅医療情報紙「わがや」の発行 

○多職種の編集により年２回発行 
○配布実績（８月発行分） 
  ・新聞折込（約136,000部） 
  ・市役所関係施設（約800部） 
  ・市内病院（540部） 
  ・医療機関（690部） 
  ・歯科医院（552部） 
  ・薬局（380部） 
  ・地域包括支援センター（210部） 
  ・介護事業所等（110部） 
  ・柏駅（91部） 
  ・市ＨＰ上にバックナンバー 
   含め掲載 

在宅医療情報誌「わがや」 
 ⇒新聞折込での全戸配布の他， 

   今年度新規に柏駅配架 

    +デジタルサイネージで放映 
11 
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第7回（H27年9/13及び10/18) 
受講者（52名） 
 医師・歯科医師・薬剤師・病院関係者・ 
 訪問看護師・介護支援専門員・理学療法士・ 
 作業療法士・地域包括支援センター職員・ 
 管理栄養士・サービス事業所職員等 
実施者 
 主催：柏市医師会・柏市 
 共催：柏歯科医師会・柏市薬剤師会・ 
    柏市訪問看護連絡会・ 
    柏市介護支援専門員協議会・ 
        東葛北部在宅栄養士会・ 
    柏市リハビリテーション連絡会 
     柏市介護サービス事業者協議会 
 協力：東京大学高齢社会総合研究機構 
    東京大学医学部在宅医療学拠点 
 後援：国立長寿医療研究センター 
傍聴者（71名） 

   医師及び多職種を対象に在宅医療の推進及び 
    多職種連携の促進を目的とした研修を実施 

平成27年9月13日(日) 
9:00～17:35 

 柏市における在宅医療の
取組 

在宅生活を支える多職種 

プレゼンテーション 

修了式 

10月18日（日） 
9:00～16:45 

退院時共同指導 

がんの疼痛緩和 
多職種による 
在宅医療支援 

認知症行動心理徴候
（ＢＰＳＤ）の基本

的理解 

介護予防・フレイル予防 

医師は別途同行訪問研修を実施 

主な内容（第７回） 

各論 
・摂食・嚥下障害 
・在宅での口腔ケア 
・在宅での褥瘡ケア 
・訪問リハビリテーション 

本人・家族の選択と心
構えをどう支えるか 

５ 在宅医療に従事する人材育成（教育・研修） 

在宅医療を推進する 
 上での課題と解決策 

多職種連携協働IPW 

意見交換会 

一般開業医が取り組む 

訪問診療の実際 

①在宅医療多職種連携研修会 

12 



＜参加者構成：各団体からの推薦による＞    

 医師（病院・診療所），歯科医師，歯科衛生士，薬剤師，看護師（訪問看護，病院・診療所），病

院地域連携室職員，ケアマネジャー，地域包括支援センター職員，管理栄養士（在宅・病院），理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士，介護サービス事業者，介護老人保健施設・介護老人福祉

施設職員，ふるさと協議会・民生委員児童委員等市民，市役所職員 等 

   多職種が一堂に会し、ワークショップ等を通じて、顔の見える関係づくりを推進し、 
  連携体制を構築する。年４回の会議を実施する。 

全体会議 

○年３回 

○テーマの例 

・多職種連携のコツを学ぶ 

・多職種の役割を知る 

・事例を通じた連携の具体 

 

エリア別会議 
○年１回 
○市内を北・中央・南に 
 分けて開催 
○包括支援センタースタッフ 
 が主体となって開催 
 

※ファシリテーター会議にて事前に会議の進め方を調整する 
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５ 在宅医療に従事する人材育成（教育・研修） 

②顔の見える関係会議 



《参考》顔の見える関係会議実施状況 

テーマ 日時 ・ 参加者数 

第１回 グループワーク「認知症患者への多職種の関わり方 

                            について」 

平成27年6月23日（火）    ２１３名 

第２回 グループワーク「施設における困難事例に対して 

             多職種連携で乗り越えた一例」 

平成27年8月28日（水）   １５４名 

第３回 エリア別開催 

マッピング「認知症支援に活用できる地域資源を知ろう」  

（北部エリア） 

平成27年11月20日（金）  106名 

（中央エリア） 

平成27年11月19日（木） 154名 

（南部エリア） 

平成27年11月13日（金） 126名 

第４回 グループワーク「退院時共同指導に基づいた 

                          支援の立案」 

平成27年2月26日（金）    

14 

延参加者：７５３名（第３回まで，傍聴者含む）   毎回３割以上が新規参加者 



 
 
 
 

【意思決定を左右する要因】 
価 値 観 
知     識 

家族等支援者の存在 
生活環境 
経済状況 

 

主治医がコロコロかわって 
信頼できない 
他の病院に行こうかな 

子供が高熱！夜だけど 
病院に行ったほうが 
いいのかな 

現在行っている治療内容が 
自分に合っているかわからない 

胃ろうについて説明を 
受けたけど，どう判断して 
いいか迷う 

退院をすすめられたけど 
できるか心配 

【支援者に求められる役割（例）】 
 ＜知識・データ＞本人の病状・背景・意思を客観的に把握し，今後の変化を予測する 
＜手法・技術＞ 本人・家族の気持ちを傾聴し，課題の整理を共に行う        
＜情報共有・連携＞支援者間で現状を共有し，一貫した方針で支援を行う    等  

（患者・家族） 

（行政） （医師） （ケアマネ） （MSW） （その他 多職種） （看護師） 

支
援 

医療・介護に携わる職種全員が，本人家族の選択と心構えを支える役割を
果たすため，職種を超えて，関連する知識を学ぶための研修会を実施 

最期まで家で過ごしたいが
可能だろうか。施設や病院
の方がいいか，決めかねる 

５ 在宅医療に従事する人材育成（教育・研修） 

③患者や家族の「選択と心構え」を支えるための勉強会 
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患者や家族の「選択と心構え」を支えるための勉強会 
（３回コース） 

【日時と内容】＊講義とグループワーク 
 
 
 
  
 
 
 
 
 【場所】 柏地域医療連携センター研修室 
 【対象者】柏市において在宅（地域）医療・介護などの 
 相談支援業務に携わる医療職・介護職。定員３６名 
 【主催】 柏市・東京大学 

  開催日時＊午後7時から午後9時 テーマ（案） 

第１回 平成27年12月16日（水）    
・総論 

・患者や家族の「選択と心構え」 

 に関わる各職種の強みについて 

第２回 平成28年 1月20日（水）    終末期について 

第３回 平成28年 2月24日（水） 移行期について 

５ 在宅医療に従事する人材育成（教育・研修） 
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○事業項目 

（ア） 地域の医療・介護の資源の把握 

（キ） 地域住民への普及啓発 

（イ） 在宅医療･介護連携の課題の抽出と 
    対応策の検討 

（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（エ） 在宅医療・介護関係者の情報共有の 
    支援 

（カ） 医療・介護関係者の研修 

（ウ） 切れ目のない在宅医療と介護提供体制 
    の構築推進 

（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市区 
   町村の連携 

・在宅医療マップを市HPで公表 

・在宅医療・介護多職種連携協議会の設置 
・地域ケア会議への医療職助言者派遣調整 

・柏地域医療連携センターで相談及び多職種
コーディネートの実施 

・ＩＣＴを活用した情報共有システムの運用 

・在宅医療多職種連携研修会の開催 
・顔の見える関係会議の開催 

・主治医-副主治医制の構築 
・病院のバックアップ体制の構築 
・訪問看護ステーション基盤強化 

・各地区社協単位での在宅医療勉強会開催 

・千葉県，保健所，保健医療圏域内自治体を 
 交えた意見交換会の開催 

○柏市の主な取組み 

17 厚生労働省資料を改変 

《参考》在宅医療・介護連携推進事業の取り組み状況 



現状の課題と今後の取組の方向性 

課 題 現 状 解決に向けた取組案 

主治医副主治医制の
機能強化 

これまでの取組で在宅医は増えてきたが
，近年増加に鈍化傾向が見られる 

主治医・副主治医・訪問看護ステー
ションのネットワーク強化 

在宅医療への取組成
果の見える化 

市民啓発へ積極的に取組んできたが，ま
だまだ市民の認識度は低い 

情報共有システムを利用した事例
等の患者・家族満足度を評価すると
ともに，在宅医療を受けている患者
・家族の声を集約し啓発 

患者・家族の意思決定
支援 

柏地域医療連携センターでの相談支援
実績から，患者本人と家族の意思決定
支援機能が必要  

医療・介護等の各種サービスを住民
自身が適切に利用するためにも，「
選択と心構えを支える役割」を果た
せる医療・介護職の人材育成目的
とした「（仮称）患者・家族の意思決
定支援研修会」プログラムの構築 

特区事業所によるトー
タルヘルスケアステー
ションの創設 

特区の規制緩和により訪問リハ・口腔ケ
ア専門の事業所が在宅ケアのノウハウ等
を蓄積できた一方，各サービスの一体提
供や，通所や地域への繋ぎが不十分 

運動・口腔・栄養に関する各職種が
同じ場所からサービスを提供を行う
拠点（トータルヘルスケアステーショ
ン）を創設する   

在宅医療に関する目標
値の設定 

在宅医療を担う医師の確保や，多職種
連携を中心に取り組んできた一方で，今
後，サービス提供量や在宅医師の数等，
具体的なゴール(目標)の設定がされて
いない 

介護保険データ，レセプトデータ等を
分析し，将来推計を算出 
将来推計をもとに，柏市地域医療
介護総合確保計画を策定し，在宅
医療に関する目標値，指標を設定 
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