
第３号様式別紙（２）  

在宅医療連携拠点事業実績報告書 

     市町村名（  市川市  ） 

１ 所管課、担当者名、電話番号 

  地域福祉支援課 小林・笠原   ０４７－３３４－１１５２ 

２ 事業に関する概要 

市川市の概要： 人口等は、添付資料参照 

【事業について】平成 24年度に国のモデル事業を受け、今年度で 3年間が経過した。 

地域福祉支援課は、高齢者の総合相談窓口としての機能と地域福祉を実践する部署であり 

       ①地域包括支援センター・在宅介護支援センターに関すること 

②地域ケアシステムに関すること 

     ③地域福祉計画に関すること 

 ④民生委員・児童委員に関すること 

 ⑤高齢者福祉サービス（市） 

 ⑥市川市社会福祉協議会との連携に関すること              を行っている。 

又、保健部門である保健センターとも連絡を取り合いながら、事業を進めている。 

 

【経過及び全体に関わる状況】 

１． 高齢者及び地域福祉に関わるフィールドを持っていることから、民生委員・自治会・地区社会福祉協

議会等地域を基盤とした活動が展開でき、市民対象の講演会を広く周知すると共に協力を呼びかけて

きた。  

２． 地域の介護・福祉関係職員との関係が市の福祉部門であるため、当事業を開始前から、介護支援専門

員・介護保険施設関係者との関わりがあり、広く連携している。 

３． 市川市介護支援専門員協議会は、発足に当課の職員と市川市医師会が支援しており、現在も側面的に

継続支援している。 

４． 医師会及び歯科医師会とは、既に研修会・会議等で顔の見える関係になり、適宜この事業についても

報告をしている。 

５． 薬剤師会とも話し合いを行い、医療介護推進参加薬局の案内文をケアマネに配布し、地域の薬剤師利

用に関する活用が進むよう働きかけをした。 

６． 医療ソーシャルワーカー（以下ＭＳＷ）等地域連携担当者との会議は、平成 24年度の事業開始より

行っており、現在 13病院の参加を得て、病院との連携が行いやすくなり、入退院の支援もしやすく

なった。 

 

【多職種連携に向けて】 

１．ケアマネジャーへの研修会等 

市川市ケアマネ研修会は、全体的なものと 4つの地域包括支援センター毎のを継続的・計画的に実施

している。内容は、市川市医師会による講演会や民生委員との交流会等を実施している。 



市川市介護支援専門員協議会と共催したシンポジウムでは、多職種の集まる場となり、終了後には、

懇親会が開催された。 

２．小規模多機能型居宅介護、認知症対応デイサービス事業の職員、グループホーム職員、ＭＳＷ等地域

連携担当者を対象とした各々の連携会議を開催している。地域での活動を共有し、問題解決する場とな

り、同職種間の連携強化及び質の向上につながっている。運営は、世話役を決め、自主的な活動になっ

ている。（地域包括支援センター、地域福祉支援課も出席） 

３．介護職員を対象に医療職からの研修を開催することにより、医療的知識を得る機会となった。 

講師となる医療職側も、介護職に接し、職種についての相互理解につながっている。 

４．訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ事業所によるリハビリ担当者地域連携会議を今年度末に実施

した。他の職種との意見の相違や連携が不十分である等、現場での課題を抱えていることが明らかと

なり、次年度から、理学療法士・作業療法士・言語療法士の会議を継続的に行うことになった。どこ

と連携を図ることが、全体の介護サービス向上へとなるのか検討していきたい。 

    

【ＩＴ利用について】 

１．市川市医師会を中心とし、IT利用を勧めている。現在、利用ケース登録者は 24年度当初 11名から今

年度 42名となった。医師が利用ケースを決め、当課に連絡しスタートすることとしているもので、医

師を含め、利用者は、現在 95名である。 

２．医師会の医師から「生活の様子がわかり、診療や方針に役立つ。」、ケアマネジャーや薬剤師から「医

師等の考えがわかり助かる。」等の意見があった。 

３．医師の中には、「診療の時間以外に入力の時間をとられ、利用は負担である。」という意見もがあるこ

とから、医師会と相談しながら、更に検討していく予定である。 

 

【市民向け講演会の開催について】 

１．在宅医療の講演会 

市内を 9箇所に分け、平成 24年度から計画的に地域の開業医からの講演を行った。 

今年度で、市内の地域の医師を迎えての開催を終えた。医師から、具体的な在宅医療の実際の話と、

かかりつけ医師を持つことの必要性等を伝えていただいた。 

２．市内全域を対象とした講演会は、市民の関心が高いテーマである「認知症」の講演会を開催した。 

市内の医師から、認知症の病状や治療、その対応等を伺うことができた。 

また、認知症サポーター養成講座は、認知症になっても住みなれた地域で生活していけるよう周囲の

理解を広めることや地域で支えあうことを意識してもらうよう実施している。 

 

【今後の課題】 

１．医師会との連携を継続し、市川市での在宅医療や認知症対応を検証し、更にシステムの構築を考える。 

２．歯科医師・薬剤師との連携を進める。 

３．リハビリ専門職との連携の場を設け、他職種とつなげていく。 

４．多職種連携をさらに加速化し、同職種の会議の充実と全体会を開催していく。 



５．保健所や保健センター等、医療・介護の関係機関と更に連携し、協力体制を強化する。 

６．市民を対象に、在宅医療に関する講演会等を開催し、周知を行うよう工夫していく。  

 

 

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 

 

【市川市医師会】 

・会議開催 2回 

・メンバー：医師会医師、地域包括支援センター職員、

地域福祉支援課職員 

認知症をテーマに市から認知症高齢者の現状と課

題認知症対策について意見交換をした。 

困難な事例や市の体制等課題について検討し、医師

会の協力を得ながら今後も体制の構築を図る。 

 

 【ＭＳＷ等地域連携会議】 

・会議開催 4回 

・メンバー：ＭＳＷ、地域担当看護師、事務員、地域

包括支援センター職員、地域福祉支援課職員等 

・病院紹介（プレゼンテーション）と病院から地域に

つなげる時の問題点と課題について討議した。 

・病院紹介は、病院の特徴を知ることができ、病院選

択の際に役立つ。 

・13 病院との連携によりケース連絡もかなりスムー

ズとなった。 

 

【グループホーム地域連携会議】 

・会議開催 4回 

・メンバー：グループホーム管理者や職員、地域包括

支援センター職員、地域福祉支援課職員 

・現場の問題点では、スタッフの意識向上に向けて検

討がなされた。他、情報交換や事例検討を行った。 

・社会福祉協議会職員による事業紹介を行った。 

ボランテイアの活用方法や地域でのサロン活動等

を伝えていただき、必要時は連携をお願いした。 

【小規模多機能型居宅介護・認知症対応デイ地域連携



会議】 

・開催 4回 

・メンバー：グループホーム管理者や職員、地域包括

支援センター職員、地域福祉支援課職員等 

・事例検討等実施 

・今年度は、当課主催の介護者交流会（2回実施）で

体操や参加者へのアドバイス等、協力をしていただ

いた。 

 

【リハビリ担当者地域連携会議】 

・開催 1回 

・メンバー：訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ

事業所の理学療法士・作業療法士・言語療法士、市

川市リハビリテーション病院職員、地域包括支援セ

ンター、地域福祉支援課職員 

・内容：市の在宅医療連携拠点事業について紹介 

グループワーク「つながろう！在宅リハ」 

・グループワークから課題として見えてきたこと 

 「ケアマネジャーやヘルパー、看護師等との連携が

取りづらい。専門用語がわからない。相談窓口や連

絡場所等がわからない。」等 

・グループワークでの解決策案 

 「担当者会議や地域ケア会議を増やす。情報システ

ムを導入する。共有シートを作る。地域ごとに交流

会をする。」等 

・お世話役を理学療法士・作業療法士・言語療法士の

３職種から各 1名決定し、今後の会議において時期

や内容を検討していくこととなった。 

 

【保健センターとの会議】 

・会議開催 1回 

・メンバー：保健センター、地域福祉支援課職員 

・保健センターは、医師会に在宅医療推進事業等委託

している。医師会は、地域医療支援センターを運営

し、在宅医療機器の貸し出し、在宅医療に関する医

療材料の提供、在宅医療の相談を行っている。 

・26 年度の事業について各々報告し、次年度に向け



ての協力を呼びかけ、在宅医療に関する医師会との

会議企画をお願いした。 

 

【居宅介護支援事業者との会議（研修会を含む）】 

・15回 

・メンバー：介護支援専門員、地域包括支援センター

職員、在宅介護支援センター職員、地域福祉支援課

職員（内容により、施設管理者、福祉用具事業所、

民生委員等参加） 

・市内の介護支援専門員を対象に「市川市ケアマネ研

修会」を行っている。介護支援専門員の支援と質の

向上を目的として開催し、関係機関の参加もある。 

・管理職・中堅職である主任ケアマネを対象に、事業

所内の介護支援専門員の質の向上及びスーパーバ

イザーとしての役割を担ってもらうため研修を行

っている。 

（詳細「５ 在宅医療に従事する人材育成」に記載） 

 

【全体会 （市川市医師会、市川市介護支援専門員協

議会、市川市の合同研修会）】 

・ 参加者 107人 

・テーマ「多職種連携のための顔の見える関係作り」

シンポジウム形式 

・メンバー：医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、

介護支援専門員、ＭＳＷ、地域包括支援センター職

員、地域福祉支援課職員 

・地域福祉支援課長より市の取り組みについて発表の

後、地域で活動する職種（医師、歯科医師、薬剤師、

病院地域連携看護師、介護支援専門員）をシンポジ

ストに連携の仕方や事例について報告があり、その

後グループワークを実施した。 

終了後、懇親会を開催し、全体の交流を図った。 

・グループワークについて 

「横のつながりを持つ上で工夫していること」 

グループワークでは、医師が各グループに入り、

活発に意見交換をし、医師の話に耳を傾ける様子が

みられた。医師側も、最近では、ケアマネジャー等



介護職との話し合いに積極的に参加されるように

なり、介護職への理解も得られるようになってきて

いる。 

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 

 

（２）チーム医療を提供するための

情報共有体制の構築 

 

【ＩＴ利用状況】   

・登録者 42名 

・利用者：医師 13 名、歯科医師 1 名、ケアマネジ

ャー 33名、薬剤師 5名、訪問看護 ７名、訪問

介護 14名、訪問リハビリ 1名、デイサービス 9

名、病院 2名、その他 10名 

・情報共有するメリット 

① 利用する介護職等は、「医師からの情報を得られ

医師の考えが理解できる。」等の意見がある。 

② 医師からは「生活の様子がわかリ方針に役立つ。」

「介護職の考え方がわかる。」等の意見がある。 

今後も、医師会と相談しながら進めていく。 

 

【在宅療養支援診療所】 

24 時間体制で往診や訪問診療、訪問看護を行う

診療所は、市内 26ヵ所である。平成 24年度より 3

箇所増加した。    （平成 27年 3月現在） 

【医療従事者の負担軽減】 

他のクリニックと協力体制をとる主治医、副主治医

体制をとることは、各医師の意見に相違があり、現

在、実現は難しい。 

医療体制については、医師会の考えによる。また、

県、他の関係機関の検討でないと進行していかな

い。市として IT 等協力できる分野については、今

後も検討していく。 

３ 効率的な医療提供のための多

職種連携 

 

 次の事項はこの欄に盛り込むこと 

  雇用する介護支援専門員の資格を

持つ看護師及び医療ソーシャルワ

ーカーの配置（人数、勤務時間等）

や役割 

 

【病院との連携】 

病院のＭＳＷ・地域連携担当者から連絡があり、在

宅医療連携拠点事業の連携担当者、地域包括支援セ

ンターと支援したケースは、51ケースであった。 

ケースの内容（一例）： 

③ ひとり暮らしであり、経済的面や住宅の問題等抱

えている。又、認知症の疑いがあるが、受診にい

たらない場合がある。 

④ 精神疾患等の同居家族がいる、又は、精神疾患の



方が介護者である。 

⑤ 高齢者世帯で家族支援が弱い。 

入院時からの早期支援により、調整を行い、安心

して自宅での生活が送れるようケアマネや他関

係機関との連携を図った。 

病院担当者からの連絡を受け、病院から地域への

移行をスムーズに行えるようになった。 

 

【職員の配置及び役割】 

① 看護師 1名・・・相談、訪問、会議・講演・研修

の運営、ＩＴ説明、企画補助等 

② 社会福祉士 1名・・・相談、会議・講演・研修の

運営、IＴ説明、訪問等 

③ 事務員 1 名・・・相談受理、会議･講演・研修に

関する事務、報告書のまとめ等 

４ 在宅医療に関する地域住民へ

の普及啓発 

 

【市民へ在宅医療についての講演会】年間 5回 

テーマ：「在宅医療の実際」  

参加者：全 272人 

講師：市内の開業医 

・かかりつけ医を持つことの必要性や住み慣れた自

宅で医療を受けることができることを伝えていた

だいた。 

・地域で診察している医師の考えを聞き、直接質問

することで、在宅医療への理解を得やすくなってい

る。 

・講演の後、地域福祉支援課職員が介護のことにつ

いて伝える時間を設けた。地域包括支援センターや

市川市医師会地域医療支援センターの相談窓口を

紹介した。 

・在宅医療を支えるスタッフとして、医師の他に訪

問看護師やヘルパー等がいること、介護保険サービ

スを利用できることを伝えているが、実際には家族

の負担や緊急時の往診や受け入れ病院に対する心

配などあるようだ。 

 

・終了アンケート（回収 239人 回収率 87.9%） 

「どこで最期を迎えたいか」→自宅 56% 



「希望するが実現は難しい」→51% 

「かかりつけ医がいる」  →70% 

意見：「終末期を迎える家族に何ができるか考え

た。」 

「死について考えを見つめなおすことがで

きた。」等 

 

【全市民対象】講演会 1回  

テーマ「認知症について知っていますか？ 

～身近な人を理解するために～」  

講師：東京歯科大学市川総合病院 神経内科医師 

参加者：350名   

終了アンケート結果 

（アンケート回収 190人 回収率 54.3%） 

・講演前のイメージとして 

  「認知症の介護が大変と思う人」 70.5% 

  「病院にいっても治らない」  37.3% 

・講演後には、「イメージが変わった人」 42.1% 

  「早めに受診する。」「適切な治療を受けて生活 

する。」等の意見が聞かれた。 

・後半は日常生活の工夫についての話で、「対応に

ついて学べてよかった。」「具体的でよかった。」

との感想があった。 

 

今後、高齢者の増加に伴い、罹患者の増加が予測

されるため、病気の理解と対応について、家族や

支援者、市民が知る機会となる講演会は、今後も

必要である。 

予防についても併せて啓発する機会としたい。 

 

 

【認知症サポーター養成講座】 

 地域の理解者、支援者を増やすために実施した。 

 開催数：全 76回   参加者：1,784人 

・市民（自治会等）34回、学校 4回、職能団体 38回 

実施した。郵便局や銀行等実際に関わる職能団体か

ら開催の要望が多くなってきている。 



５ 在宅医療に従事する人材育成

（教育・研修） 

 

【介護職向け研修会】 

① グループホーム、小規模多機能型居宅事業所職員

等向け、認知症対応についての研修 

テーマ：「認知症の方への対応」 

講師：認知症看護認定看護師・デイサービス所長 

参加者：24名 

予め、聞きたい内容を伺い、講師からそれを含 

め、ご講演を頂いた。具体的な対応方法や症状の

捉え方を学んだ。 

 

② 市川市ケアマネ研修会： 

ア）医療講座      3回    336名 

医療講座は、介護職の知識の向上及び医療連携をし

やすくするよう実施した。参加も多く要望が強い。 

イ）民生委員と意見交換 4回   199名 

ウ）救急対応      2回    38名 

エ）権利擁護      1回    91名 

オ）連絡会       1回   136名 

カ） スキルアップ    2回   215名 

キ） 主任ケアマネ対象  2回    90名 

 

② 東京歯科大市川総合病院と共催による 

市川市地域連携褥創セミナー 

テーマ「今ここでもう一度見直そう 

～褥創ケアのポイント～」参加者：45名 

・平成 24 年度より市との共催で実施しており、ヘ

ルパー、介護支援専門員、施設介護職等を対象に開

催している。 

・褥創予防を地域の介護職に広めるため、病院内の

形成外科医と皮膚・排泄ケア認定看護師を中心に、

理学療法士、管理栄養士も講師となり、実習や試食

を含め行った。 

・今年度も「予防のポイント」をテーマに行った。

参加者からの「聞いていたものの良く知らなかった

が、実際に見て理解できた。」という意見のように

医療職への理解につながっている。 

・グループワークでは、介護職と病院スタッフでや



りとりができ、施設間や病院スタッフ等でお互いの

情報交換も行えた。スタッフ側からも「介護職の考

えや状況が聞けてよかった。」という意見もあり相

互の理解になっている。 

 

③ 歯科医師による研修会 

テーマ：「認知症の方の食事支援を考える。 

～いつまでもおいしい食事をとるために・・・ 

          歯科医師からのメッセージ」 

講師：東京都健康長寿医療センター研究所 

豊島区歯科医師会 

豊島区口腔保健センター   歯科医師   

参加者：77名（多職種の参加） 

内容： 

① 市川市歯科医師会長より、あいさつ及び在宅

歯科診療について紹介 

② 講師より、認知症の状況にあわせた食事支

援、姿勢や食べ物の工夫、口腔内のトラブル

等について講演 

③ グループワーク 

アンケート結果より： 

・嚥下の時の映像等を組み込み、具体的な内容であ

った。 （「参加してよかった。」96.4%） 

・連携についての問いについて 

「3年前に比べ進んだと思う。」→「はい」40% 

「かわらない」27% 

連携については、今後も関係機関と検討を重ねてい

く必要がある。 

 


