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２ 事業に関する概要 

本市では、市内の医療機関が、平成 23・24年度に実施された厚労省の在宅医療連携拠点事業（モデル 

事業）を受託し先行的に多職種合同カンファレンスなどを実施していたことをきっかけに、平成 25年 

度より医師会の協力を得ながら千葉県在宅医療連携拠点事業へと継続して取組んできている。 

平成 27年度より、地域支援事業（包括的支援事業）の中で、在宅医療・介護連携推進事業として明確 

に位置づけられたことにより、国が示すアからクの８項目を総合的に実施している。 

平成 28年度には、さらなる拡充を図るために、積極的に医師会と協議を図っている。 

引き続き、在宅の限界点を高められるように、医療・介護の連携を推進・強化し、利用者や介護支援専 

門員などの理解を促進できるような規範的統合を推進していく。 

 

３ 事業内容 

区  分 事 業 内 容 

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 

 

（１） 多職種合同カンファレンス   

【実績】事例検討は過去のカンファレンスや後述の在宅医療連携支援研修会で

行うことから、摂食嚥下をテーマに演習を中心に行った。市内の地域包括支援

センターごとに 11 のグループに分け、三師会、介護従事者等をそれぞれに配

置し、日常生活圏域の医療や介護の専門職同士の顔の見える関係づくりを図っ

た。 

・日時：平成２８年１月１４日 18：30～20：45 

・会場：市役所 

・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：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 84名 

【考察】演習を取り入れたことにより日々の援助の振り返りと今後の実践に生

かせる内容となった。 

アンケート結果より、医療と介護の連携上の困難さについては、医療機関との

連携のとりづらさ（窓口がわからない、気を使う、退院時の情報がない等）が

挙げられた。次年度の課題として引き継ぐ必要がある。 

（２） 地域個別ケア会議 



各地域包括支援センターが行う地域個別ケア会議の事例検討の中から、認知症

や精神疾患等で医療につながっていない高齢者の対応に地域包括支援センタ

ーや介護事業者、地域は苦慮しており、訪問対応（アウトリーチ）が重要にな

るが、十分対応できていないという課題が挙げられた。更なる相談窓口や認知

症初期集中支援チームの周知の必要がある。 

（３） 医師会との連携 

医師会の在宅医療に関する委員会である松戸市医師会在宅ケア委員会の定例

会議（月１回）に参加。この会議は三師会、訪問看護連絡協議会、介護支援専

門員協議会の会長等及び庁内関係課の職員も出席し、各機関で行っている情報

共有の場になっている。 

次年度については、医師会全体でこの事業に取り組む方向性であるが、この

委員会にも事業の進捗状況や課題を報告し、多職種連携上の課題や対応策につ

いて協議していきたい。 

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 

（１）二次医療機関による在宅医支援（看取り）の構想 

【課題の検討】 

「二次医療機関による在宅医支援（看取り）の構想」は、複数医師を有し 24

時間対応を行う在宅診療所が「二次在宅医療機関」となり、1人医師診療所を

含めた診療所医師の代わりに往診を行う仕組みである。具体的には、支援を依

頼する「一次医療機関」医師の学会や冠婚葬祭等不在時に患者看取りを二次機

関が行う構想である。 

【考察】 

本構想は検討にとどまった。当拠点検討内容のほかに、千葉県匝瑳市の IT を

使用した共同診療や長崎県長崎市の長崎ドクターネットでの副主治医制など、

24 時間対応の在宅医療供給体制にはいくつかの有力な方法がある。今後の事

業運営で大切なことは市内すべての医療機関医師が支援を受けられることで

ある。松戸市全域をカバーする公益性の高い仕組みを構築する必要がある。 

 

（２）有床診療所病床等を利用したレスパイト入院目的のショートステイ 

【実績】 

在宅患者の家族に対するレスパイト等に応需するため有床診療所・病院病床を

利用するシステム作りを行った。昨年度は医師からの依頼のみを受け付けた

が、今年度は介護支援専門員からの依頼を受け付けた。当初は、二つの有床診

療所（いらはら診療所、島村トータルケアクリニック）のみで受け入れを開始

したが、その後、200床以下の病院（五香病院）も受け入れ医療機関に加わっ

た。 

レスパイト入院に関する相談は 42回、レスパイト入院延回数 23回、利用した

患者は 19 例であった。また、拠点事業所を窓口としたレスパイト入院受け入



れ医療機関については、いらはら診療所 20 回、島村トータルケアクリニック

1回、五香病院 1回であった。相談の際はレスパイト入院依頼だったが、結果

として福祉施設（有料老人ホーム）へ入所した例が 1事例あった。 

【考察】 

医療依存度が高く介護施設のショートステイを利用できずにいた患者が多い

ことを改めて実感した。医療機関の中には、受入病床確保のため差額ベッド料

の必要な個室対応のみで対応を行う医療機関や、初診入院のリスクを考慮しレ

スパイト実施前の事前面談を必要とする医療機関もあり、また、患者のニーズ

も個々に多様であり、入院までのマネジメントには相当のソーシャルワーク力

を必要とした。 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

（１）松戸市医師会様式「介護サービス利用時診断書」の普及活動 

【実績】 

介護サービス利用時にサービス事業者に医師が交付する診断書書式は松戸市

医師会で統一書式が用意されている。その実績のもと「利用の手引き」「診断

書利用にあたる解説」を作成し、市ホームページにて診断書用紙および申請書

をダウンロード可能とした。 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/online/shinseisyo/kurashi/hoken-nen

kin/kaigo.html 

【考察】 

介護サービス利用時にサービス事業所ごとに求められる診断書の共通化を図

ることで医師の診断書記載回数や利用者の診断書費用軽減を図ることができ

る。また、医師会が各診断項目の科学的根拠を示すことで事業所の説明義務を

免除する作用がある。 

 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制に関する検討 

【実績】医療機関、介護事業所の情報共有に関する課題や希望等に関する調査

を行った。 

医師に対しては「介護情報」共有の必要性に関して尋ねた。回答者のうち「必

要である」「必要な業種はある」と回答した者の合計は、電子媒体による共有

に関しては 79%、紙媒体による共有に関しては 55%であった。 

居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、訪問介護事業所には「医療情報」

共有の必要性に関して尋ねた。回答した居宅介護支援事業所のうち「必要であ

る」と回答した者は、電子媒体共有 60%、紙媒体共有 57%であった。回答した

訪問看護ステーションのうち「必要である」と回答した者は、電子媒体共有

50%、紙媒体共有 80%であった。回答した訪問介護事業所のうち「必要である」

と回答した者は、電子媒体共有 58%、紙媒体共有 74%であった。 

 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/online/shinseisyo/kurashi/hoken-nenkin/kaigo.html
https://www.city.matsudo.chiba.jp/online/shinseisyo/kurashi/hoken-nenkin/kaigo.html


【考察】 

医師は「介護情報」共有の必要性を、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーシ

ョン、訪問介護事業所は「医療情報」共有の必要性を感じていることが明確と

なった。また、現在主流の紙媒体のみならず、電子媒体共有も必要との認識が

うかがえた。 

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 

（１）地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、病院( MSW)等への相談窓

口機能 

コーディネーター： 

医療  ケアマネ資格を持つ看護師１名 

常勤職員、週５日 一日勤務 

福祉  社会福祉士 １名 

常勤職員 週５日 半日勤務 

【実績】 

拠点事業所は、専門職からの相談を受け付け、情報提供を行うことで地域包括

支援センター等を支援した。また、拠点看護師や医療ソーシャルワーカー(MSW)

が利用者を直接訪問したり拠点事業所所属医師等が支援活動を行った。 

一年間の相談は 51 事例であった。うち、地域包括支援センターからの相談は

23事例、居宅介護支援事業所からは 10事例、病院 MSWからは 8事例であった。

また、そのうち、隣接市町村の地域包括支援センターからの相談は 5事例であ

った。相談内容で多かったもの（重複カウント）は、「訪問診療対象かどうか

の相談」11 事例、「在宅主治医を探している」12 事例、「介護保険主治医意

見書記載医師を探している」13事例であった。 

対応に関しては、電話相談のみで終了した事例が 26 事例であった。拠点事業

所の看護師または MSW の訪問を要した事例は 13 事例であった。うち、当日に

訪問した事例は 10 例であった。拠点事業所(医師)の医学的判断を必要とした

ケースは 8事例、うち、当日に医師の訪問支援が行われた事例は 3事例であっ

た。 

【考察】 

社会的困難事例が多く相談された。医療や介護を全く受けず衰弱した高齢者も

散見された。救急搬送を行うほどではないが比較的緊急を要する事例も散見さ

れた。このため、相談支援を行う事業所は、随時の迅速な相談支援機能、医療

従事者によるアウトリーチ機能の両方を具有することが必須と考える。在宅主

治医を探している事例では、すでに在宅医療機関に申し込んで断られた事例も

散見され、また患者ニーズの多様さに柔軟に対応することが要求され、拠点事

業所としても主治医を探すのに難渋する事例もあった。このことから、相談支

援機関には一定のマネジメント力も必要とされた。 

 



（２）地域包括支援センターへの医療相談事例に関するアンケート 

【実績】 

目的：地域包括支援センターだけでは対応が困難な、医療に関わる事例に対す

る支援の充実を目指して現状を把握し、次年度に向けた検討を行った。 

方法：11包括にアンケートをメールで送付し FAXで回答 

結果：包括だけでは対応困難な医療に関わる事例は全包括あり、2～16件／年

／箇所だが、120件という包括もあった。 

内容としては、認知症や本人・家族の精神疾患、アルコールに関わる事例に困

難を感じている。困難な理由は本人･家族の受診拒否が 7割であった。 

対処方法としては、外来受診、医療機関への相談、定期的な訪問で介入機会を

探るが各 2～3割であった。 

医療と介護の相談窓口としての医療機関には、事例を通じて継続的なかかわり

や（6割）、専門的な助言（47％）を望んでいるが診察機能（53％）は必ずし

も希望していないという結果であった。 

【考察】 

地域包括支援センターは、認知症や本人・家族の精神疾患、アルコールに関す

る問題があるものの受診を拒否している事例に困難を感じることが多く、医療

機関の専門的な助言を必要としていることがうかがえた。 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

（１）「松戸市市内 在宅医療従事者(医師及び看護師)に対する針刺し切創・

血液体液曝露発生時初期対応マニュアル」運用 

【実績】 

在宅医療現場で働く看護師等に対する、「針刺し事故対応マニュアル」運用シ

ステムの構築を松戸市立病院感染症科との連携により平成 27年 8月 1 日より

実現した。これは「HIV感染対応を含めた高度急性期病院なみの針刺し事故被

災者への医学的な対応」を松戸市内で働く全訪問看護師等に保障する事業であ

る。登録した訪問看護ステーション 6 事業所、登録看護師 48 名、8 月 1 日以

降の針刺し事故被災は 0事例である。 

【考察】 

在宅ケア現場は危険な現場である。女性のスタッフが単独で訪問するときに性

暴力に遭遇する危険性、在宅ケア従事者における保持率８割と推測されている

腰痛、針刺し事故から保護されていない医療従事者の現実など、リスクが高い

現場である。国を挙げて在宅医療は推進されているが、このような在宅医療・

在宅ケア現場の「影」の部分に対応しない限り、真の意味の在宅医療推進は成

し遂げられないと考えられる。市や医師会は公益性の観点からこのような課題

に取り組む必要がある。 



４ 在宅医療に関する地

域住民への普及啓発 

 

（１）在宅医療・介護のつどい  １１月７日 13：30～16：45 

三師会等と共催で講演会を実施 

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（会場から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 

アンケートより、「事例を例に説明があり分かりやすかった」「この内容をも

っと多くの方へ聞いてもらいたい」等の声が聞かれた。 

各団体を紹介するパンフレット等が配布された。 

（２）在宅医療に関する良質な広報媒体の配布 

【実績】 

在宅医療助成公益財団法人勇美記念財団が発行する①「暮らしの健康手帳」②

「～在宅医療をはじめる方へ～訪問看護活用ガイド」③「在宅医療の知識と実

際～病院で働く皆さんへ～」を十分に保有し、病院地域連携室や在宅医療連携

に携わる専門職等に積極的に配布した。①は包括的な在宅医療ガイド、②は訪

問看護のガイド、③は病院従事者向け在宅医療啓発冊子である。③は在宅医療

連携支援研修会でも配布した。 

【考察】 

市町村等のわずかな予算で在宅医療啓蒙冊子を作成する試みがある。もちろ

ん、地域特性に合う冊子を作成することは有意義であるが、市町村等で資金や

労力が少ない場合、このような無料配布冊子利用は有意義と考える。勇美財団

の冊子は編集・印刷に多額の費用をかけて入念に推敲されており、多色刷りで

見やすく、無料供与してくれるため有用である。 

５ 在宅医療に従事する

人材育成（教育・研修） 

 

（１）在宅医療同行訪問研修の実施 

【実績】 

松戸市介護支援専門員協議会への調査により、介護支援専門員が「訪問診療へ

の導入に難しさを感じている」ことが分かり実施した。介護支援専門員等、在

宅専門職の訪問診療同行訪問研修を実施。研修を実施した医療機関数は１事業

所、同行訪問に参加した専門職は、介護支援専門員４名、訪問看護師 1名であ

った。 

【考察】 

実際の訪問診療の現場を見学し、また、研修者が訪問診療を行う医療機関のス

タッフと意見交換等を行うことにより、「訪問診療への導入の仕方やタイミン

グ」「医療機関との連携」に関して大いに学ぶ機会となったとの意見を研修者



より聴取した。 

（２）在宅医療連携支援研修会の開催 

【実績】 

病院と在宅医療に携わる専門職が一堂に会し、在宅医療連携を学ぶ研修会を国

立長寿医療研究センターと連携して開発した。本研修会は「病院・在宅連携に

関する講義」と「模擬退院時カンファレンス」から構成される。平成 27 年 9

月 24 日に三和病院で開催し、病院専門職 21名、在宅ケア専門職 81 名が参加

した。平成 28年 2月 25日に新松戸中央総合病院で開催し、病院専門職 24名、

在宅ケア専門職 53名が参加した。 

【考察】 

これまで行われてきた在宅医療研修はほとんどが在宅スタッフのみが参加す

るものであった。しかし、「在宅患者の多くは病院で発生し地域に戻される」

という重要な事実がある。病院からうまく退院できないと実は在宅医療は推進

できない。この認識から、病院との連携研修を企画した。事後アンケートでは

それぞれの認識が深まったという意見が多かった一方で、医療職、介護職の隔

たりがまだ大きいという意見もあった。 

   


