
松戸市における 
在宅医療・介護連携推進事業の取り組み 
 

千葉県 松戸市 
福祉長寿部 介護制度改革課 
若井 好 

平成２７年度  
千葉県在宅医療連携拠点事業報告会  



１．松戸市の現状① 人口の推計 
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40歳未満 

高齢化率 

（単位：人） 

介護保険事業計画 第４期介護保険事業計画 第５期介護保険事業計画 第６期介護保険事業計画 将来推計 

年齢      年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年 

総人口 489,776 491,222 490,535 486,537 486,185 487,304 485,945 484,516 483,012 477,884 466,549 
40歳未満 230,951 226,949 221,039 212,757 207,589 203,897 199,711 195,863 192,416 183,583 172,447 
40～64歳 164,943 167,339 170,187 169,262 169,028 168,733 168,162 168,016 168,028 168,651 167,076 
65歳～ 93,882 96,934 99,309 104,518 109,568 114,674 118,072 120,637 122,568 125,650 127,026 

65～74歳 58,534 58,825 58,399 60,770 63,076 65,800 66,742 66,241 65,077 60,980 49,756 
75歳以上 35,348 38,109 40,910 43,748 46,492 48,874 51,330 54,396 57,491 64,670 77,270 

高齢化率 19.2% 19.7% 20.2% 21.5% 22.5% 23.5% 24.3% 24.9% 25.4% 26.3% 27.2% 

H26高齢社会白書（国） 26.8% 29.1% 30.3% 

※ 各年10月1日現在 



１．松戸市の現状② 三師会 
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  松戸市医師会   松戸歯科医師会 松戸市薬剤師会

27.2.28 27.3.31 27.3.31

A 会員数 402 会員数 208 会員数 191

B
（A会員）
病 院 長
診療所長

247 （診療所数） 169
（薬局）
管理薬剤師

133

（個人）
勤務薬剤師

53

（卸勤務）
薬剤師

5

D
加入率

（ B/E  ）
80.0

加入率
（ B/E  ）

68.06
加入率

（ B/E  ）
79.1

E ちば医療なび（登録母数） 309 ちば医療なび（登録母数） 268 ちば医療なび（登録母数） 168

49155 （個人）C
（B会員）
勤務医

松戸市医師会ＨＰより（2015/12/09） 
 ①訪問診療 51件 
 ②24時間連携体制 24件 
 ③在宅での看取り 22件 
 ④がん終末期緩和ケア 18件 
 ⑤在宅療養支援診療所 19件 

松戸歯科医師会より（2015/6/22） 
 訪問診療登録病院 37件 
  

松戸市薬剤師会HPより 
 在宅受け入れ可能薬局 54件 
  



２．これまでの経過 
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事業名 年度 市の
予算
区分 

補助
区分 

受託 補助額 

在宅医療連携拠点事業 2011 なし 国 あおぞら診療所 15,398千円 

2012 なし 21,044千円 

在宅医療連携拠点事業 2013 一般
会計 

県 5,304千円 

2014 一般
会計 

いらはら診療所 9,246千円 

在宅医療連携拠点事業 
（在宅医療・介護連携推進事
業） 

2015 介護
保険
特別
会計 

8,200千円 



３．平成27年度事業① 
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事業 市 委託先（医療機関） 

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 

 
多職種合同カンファレンスの開催 
 

（側面支援） 

２ 

在宅医療従事者の負担軽減の支援 

 （１）２４時間対応の在宅医療提供体制の構築 （後方支援） 
診診連携の強化 
レスパイト入院の普及 

 （２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 （後方支援） 
介護サービス利用時診断書の利用の手引
き・解説書作成 
情報共有シート等の検討 

３ 

効率的な医療提供のための多職種連携   

 （１）アウトリーチ支援 （後方支援） 
相談支援の実施 
 

 （２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 （後方支援） 
リスク管理 
 

４ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発 講演会実施 
（共同） 
 

５ 在宅医療に従事する人材育成（教育・研修） 
 
（共同） 
 

 
研修の実施 
 



３．平成27年度事業②  多職種合同カンファレンス 
日時 平成28年1月14日（木） 
    18時30分～20時45分 
内容  
  講演 在宅歯科医療の概要、 
      摂食・嚥下の基本対応 
      （歯科医師） 
      嚥下障害と薬剤の内服 
      （薬剤師） 
  演習 摂食嚥下の基本対応 
      （歯科医師） 
参加者  医師・歯科医師・薬剤師 
      看護師、包括・ケアマネ・ 
      訪問介護・通所介護・ 
      通所リハ 計８４名 
 
       



３．平成27年度事業③ 24時間在宅医療支援システム 

 



３．平成27年度事業④ レスパイト入院 

在宅患者のレスパイト等のショート
ステイとして有床診療所・病院の
ベットを利用するシステム 

今年度はケアマネジャーへ周知し、
在宅療養を続けていてレスパイト希
望するも医療ニードが高く介護の
ショートを利用できずにいた患者の
受入れも開始 

 
 レスパイトに関する相談 37回 
 レスパイト入院 延人数 21人 
  （H27.4.1～H28.1.31） 
 

 



介護サービス利用時の診断書の
共通化を図ることにより、医師の
診断書の数回の記載や利用者
の診断書料の負担軽減を図る 

 
今年度、新たに「利用の手引き」
「診断書利用にあたる解説」を作
成 

 
市のＨＰにて用紙のダウンロード
も可能とし利用しやすくした 

３．平成27年度事業⑤  介護サービス利用時診断書  



３．平成27年度事業⑥  相談窓口の設置  

地域包括支援センター、ケアマ
ネジャー、病院ＭＳＷ等の専門
職への相談窓口の設置 

 
相談件数 43件 
  （H27.4.1～H28.1.31） 
 
 うち、当日～3日程度でＮＳ，相
談員、医師等の対応を必要とし
たケース 10件（23.3％） 
 



３．平成27年度事業⑥  相談窓口の設置  



３．平成27年度事業⑦  在宅医療のリスク管理  

在宅医療現場で働く、医療従事
者（主に看護師）に対する、針刺
し事故対応マニュアル、システム 

 
在宅医療連携拠点事業所に針刺
し事故対応のマネジメントセン
ターを置き、松戸市立病院との連
携によりH27年8月より運用スター
トとなる 
 

訪問看護ステーション  
           6箇所・48名登録             
 



３．平成27年度事業⑧  地域住民への啓発  
 日時 平成27年11月7日 
      13時30分～16時45分 
 内容  
 １部 在宅医療のすすめ 
 （退院してくるがん患者を例に各職種の 
 支援方法を紹介） 
 ２部 地域をみんなで支える 
 （行政・医療・介護・関係機関・市民活動 
 が地域ぐるみで支える活動について紹介） 
 ３部 質疑応答と討議（会場の質問にシ 
 ンポジストが回答） 
 シンポジスト 医師・訪問看護師・薬剤
師・ケアマネ・歯科医師・行政・ご遺族 

 参加者 ４３０名 
 



３．平成27年度事業⑧  地域住民への啓発  



３．平成27年度事業⑧  地域住民への啓発  



（１）同行訪問研修 
 ケアマネジャー等、在宅療養に関

わる他職種の方の訪問診療への
同行訪問研修の実施 

 実施数： 
 ケアマネジャー２名、ヘル 
 パー1名、訪問看護師１名 

 

３．平成27年度事業⑨  人材育成支援  
（２）在宅医療連携支援研修会 
 市内の病院へ、在宅療養に携わる他

職種が赴き退院支援に関する研修を
行う 

 「病院と在宅関係事業所との連携に
関する講義」と「模擬退院時カンファレ
ンス」の開催 

 第1回 三和病院 
   （平成27年9月24日開催） 
   参加者   
    病院スタッフ          ２１名 
    在宅医療・介護関係スタッフ81名 
  第２回 新松戸中央総合病院 
  （平成28年2月25日開催予定）                   

 



３．平成27年度実施内容⑩ 
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事業 市 委託先（医療機関） 

ア 地域の医療・介護の資源の把握 情報システムの検討 （後方支援） 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 多職種合同カンファレンスの開催 
（側面支援） 

 

ウ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 （後方支援） 
診診連携の強化 
レスパイト入院の普及 

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 （後方支援） 情報共有シート等の検討 

オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援   
相談支援の実施 
リスク管理 

カ 医療・介護関係者の研修 （共同） 研修の実施 

キ 地域住民への普及活動 講演会の実施 （共同） 

ク 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 連携協議   

＜次年度に向けての当面の問題・課題の認識＞ 
①相談機能の充実 
②ケアマネと利用者・家族へのフォーマル、インフォーマル資源の情報提供 
③介護職員の質の向上と安全性の向上 
④家族介護の負担軽減 



５．28年度に向けて 
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区分 項目 市 委託（医療機関） 

  
  市 

 ア 地域の医療介護資源の把握 医療、介護の情報を収集し、統合マップ作製と情
報公開・更新 

  

 
 
 
 
 
 
 
医師会 

 イ 在宅医療・介護連携の課題の
抽出と対応策の検討 

・プロジェクト会議を設置し、問題・課題の解決策を検討する（項目イとオ） 
・検討の結果必要な意見交換会や説明会等を開催する 

 ウ 切れ目のない在宅医療と介護
の提供体制の構築推進 

  
  

・プロジェクト会議等を開催し、病診・診診等連携、在宅医と訪問看護の連
携体制、レスパイト入院体制、在宅医療連携研修会等を検討する 

・検討の結果必要な意見交換会や説明会等を開催する 

 エ 情報共有の 
支援 

  
  
  

・プロジェクト会議等を開催し、在宅医療と介護サービスの情報共有を標
準化、簡素化により促進するためのシステムや在宅ケアリスク管理等を検
討する 

・検討の結果必要な意見交換会や説明会等を開催する 

 オ 在宅医療・介護連携に関する相
談支援 

  
  
  
  

・在宅医療・介護連携の支援窓口を運営する 
  支援窓口は医療機関で実施（平日・9-17、包括・ケアマネ対象） 
  アウトリーチ（医師・看護師等による） 

・リスク管理センターの運営 
・プロジェクト会議等を開催し、在宅医療・介護連携に関する相談支援体
制について検討する（項目イと合同） 

 
 
 
 
 
 共同 

 カ 
  
  
  
  
  

医療・介護関係者への研修 ・必要に応じてプロジェクト会議に協力する。 ・プロジェクト会議等を開催し、研修全体のあり方や研修内容等を検討す
る（項目エと合同）。 

・必要に応じて医師会が開催する研修会等の会
場借用や周知の協力  

・医療関係者への研修を実施する。 
例：在宅医療連携研修会や多職種合同カンファレンス等 

 キ 
  

地域住民への普及活動 ・検討会議をＰＪリーダー診療所と共に開催し、市
民への普及啓発のあり方を検討する。 

・検討会議に参加し、市民への普及啓発のあり方等を検討する。 

・市民公開講座を医師会と共同で実施する。 ・市民公開講座を市と共同で開催する 

  市  ク 関係市町村間の連携 二次医療圏の市町村との連携事業等   

※検討は、プロジェクトとして委託し、成果を求める 
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