
鴨川市の取り組み

在宅医療・介護連携における薬剤師との連携

平成27年度 千葉県在宅医療連携拠点事業

鴨川市福祉総合相談センター
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本日の発表内容
本 日 の 発 表 内 容

Ⅰ 鴨川市の状況

Ⅱ 事業報告

１．多職種連携上の課題に対する解決策の抽出及び対応策の検討等の実施

２．在宅医療従事者の負担軽減の支援

３．効率的な医療提供のための多職種連携

４．在宅医療に関する地域住民への普及啓発

５．在宅医療に従事する人材育成（教育・研修）

Ⅲ 今後の取り組み
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Ⅰ．鴨川市の概況

面積 191.3 k㎡

人口 34,729 人

高齢者人口 12,233 人

高齢化率 35.2 ％

世帯数 16,026 世帯

独居高齢者数 約 1,400世帯

介護認定者数 2,282 人

認知症高齢者数
（認定調査にてⅡa以上）

1,252 人
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鴨川市内の医療・介護サービス

医 療 施 設

・総合病院 1病院
・病 院 6病院
・医院、クリニック 4ヶ所
・訪問看護ステーション 7事業所
・調剤薬局 15薬局

介護サービス

（在宅サービス）
・居宅支援事業所 19事業所
（介護支援専門員） 約40名

・訪問介護事業所 12事業所
・通所介護事業所 9事業所
・通所リハビリ事業所 5事業所
・看護小規模多機能施設 1事業所

（施設サービス）
・特別養護老人ホーム 3施設
・介護老人保健施設 1施設
・グループホーム 4施設
・療養型医療施設 4施設

地域包括支援センター

・鴨川市福祉総合相談センター
（市直営1箇所）
・鴨川市福祉総合相談センター・天津小湊
（委託1箇所）
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Ⅱ．事業報告

１．多職種連携上の課題に対する解決策の抽出及び
対応策の検討等の実施
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機 関 職 種

鴨川市市立国保病院 医師 薬剤師

亀田医療大学 教授 事務

総合病院 看護師 薬剤師

鴨川市ケアマネジャー連絡協議会 主任介護支援専門員（看護師）

鴨川市社会福祉協議会 次長（主任介護支援専門員）

市内調剤薬局 薬剤師

鴨川市福祉総合相談センター・天津小湊 主任介護支援専門員

鴨川市福祉総合相談センター センター長・主任介護支援専門員・保健師

【メンバー】

６

1）鴨川医療連携会議（毎月定例で開催）



【内容】
医療と介護の連携が図りやすい体制づくりを目的として研修会の開催や
企画などを検討。
【課題】
医療・介護を進めていく上で、病状の安定・生活の安定のためには服

薬が大切。
薬剤師にも在宅医療への意識をもってもらう。

薬をしっかり内服する 薬の無駄をなくす

①薬剤師の存在をPR
②在宅医療への意識向上

①地域住民
②専門職（ケアマネジャー・訪問看護

師等）
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Ⅱ．事業報告

２.在宅医療従事者の負担軽減の支援
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福祉総合相談センターによる相談支援

平成24年度より市直営の地域包括支援センターを機能拡充して、福祉総合相談セン
ターを設置。（現在は市直営１箇所＋委託1箇所）
⇒・対象者を問わない（子ども・障害・高齢者・ＤＶ・その他…）
・365日24時間体制による相談支援
・地域づくりを一元的に推進

⇒医療介護連携コーディネーターなどより医療や介護に対する相談も併せて実施。
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（１）24時間対応の在宅医療提供体制の構築



対象者を問わない包括的なワンストップ相談支援

福祉総合相談センター、サブセンター

● ●

鴨川市総合保健福祉会館内

天津小湊保健福祉センター内

児童、障害者、高齢者、ＤＶ等対応

総合相談支援機関

平成24年４月～(市直営)

鴨川市福祉総合相談

センター

２４時間

３６５日対応

1.相談支援
①児童、障害者、高齢者などの生活の困
りごとや虐待等の処遇困難ケースへの
対応

②適切な保健福祉サービス提供に係る
横断的な総合調整

2.地域支援（地域づくり）
誰もが安心して暮らし続けられよう、
支え合いのある地域づくりを実践（コ

ーディネート）

※上記の他、地域包括支援センター業務、
生活困窮者自立支援業務を実施

平成25年4月～(委託)

福祉総合相談センター・
天津小湊（サブセンター）

地域包括ケアシステムの核となるセンター設置
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（直営）福祉総合相談センターの職員配置

センター長【資格／社会福祉士、介護支援専門員】 １名

保健師【資格／社会福祉士、介護支援専門員】 １名

主任介護支援専門員【資格／看護師、救命救急士】
【資格／介護福祉士、社会福祉士】

２名

医療介護連携コーディネーター【医療機関と介護施設での経験あり】 １名

社会福祉士（介護予防プラン担当）
管理栄養士（介護予防プラン担当）【資格／介護支援専門員】

２名

社会福祉士（権利擁護担当 ⇒児童・障害者・高齢者虐待、成年後見）
【資格／介護支援専門員】

１名

DV担当【介護福祉士、社会福祉主事】 ※DV相談支援経験のある社会福祉
士と連携

１名

生活困窮者担当①主任相談支援員【資格／社会福祉士、精神保健福祉士】
②相談支援員【資格／社会福祉士】
③就労支援員【資格／社会福祉主事】

３名

計 １２名

職員１２名（正職員名、非常勤職員３名）

平成27年10月1日現在
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（２）チーム医療を提供するための情報共有
体制の構築

1）先進市視察 ： クラウド型情報共有システム
柏市保健福祉部 地域医療推進室（柏地域医療センター）

2）先進市視察 ： 広域情報共有ネットワーク
京都市（洛和会音羽記念病院・京都医療センター）

医療・介護関係者の信頼関係ができた上でのＩＣＴ化

単に連携シートを作成し、システ
ムを入れても、活用されない
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3）安房圏域による広域連携

・医療介護連携シートの作成に向けた検討
安房医療圏にて利用できるように、各事業所からのアンケート実施

⇒市町を越えた担当者間の顔の見える関係づくり

・安房地域の専門職の関係づくり（セミナーの開催）
⇒安房地域で活動する医療・介護・保健・福祉・司法などの専
門職200名が参加し、安房地域における広域的なネットワーク
づくりを推進

⇒住民は市町を越えて医療や介護サービスを利用。
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（館山市・南房総市・鋸南町・鴨川市）による連携



Ⅱ．事業報告

３.効率的な医療提供のための多職種連携
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（１）アウトリーチ支援

1）コーディネーターの配置

訪問して聞き取り調査
ネットワークづくり

医療機関や介護施設へ適
切につなぐ支援 15



（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組
ガイドマップの作成‥市内の医療介護機関 約70箇所を訪問して

の聞き取り調査（医療介護連携コーディネータ-が調査し、情報を整理）
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Ⅱ．事業報告

４.在宅医療に関する地域住民への普及啓発
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1）鴨川くすり連絡簿の製作

①服薬パンフレット
…専門職が意見を出しながら製作。
高齢者向けに、わかりやすい説明
となるように配慮。

◎身近な医療である薬の使い方に対する正しい知識の周知を行うために
製作。また、専門職が協働しながら製作をしたため関係づくりとなった。

②ＤＶＤの製作‥服薬パンフレッ
トの説明ＤＶＤ。医療連携会議に
て企画を行い、医師、薬剤師、サ
ロン参加者の協力を得ながら撮影
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福祉総合相談セ
ンターがコー
ディネート

薬剤師と住民が
顔の見える関係

になる。

◎くすりの正しい知識の普及啓発活動

・DVD・パンフレットを使っての啓発
・薬剤師や介護支援専門員による個別相談
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市内高齢者サロンへ出向いて啓発

薬剤師



2）アドバンス・ケア・プランニング（ACP）
研修会の実施

地域住民と医師とのグループワーク

病気等で将来、意思決定能力を失った時に、ど
のような医療をうけたいか、事前に話し合って
おくことを啓発。

対象：ボランティア団体・民生委員
実施回数：3回
講師：亀田総合病院内

Advance Care Planning in Awa
緩和ケア・在宅医療の医師・看護師・ﾁｬﾌﾟﾚﾝ等

【参加者の声】
・「自分にはまだ早いと思って
いたけど、話し合いが必要」

・「エンディングノートを書こ
うと思う」等 20



Ⅱ．事業報告

５.在宅医療に従事する人材育成
（教育・研修）
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1）在宅医療・介護連携研修会

日 時：平成27年10月18日（日） 13:00～17:00
場 所：亀田医療大学
テーマ：「薬剤師との上手なつきあい方」

内容：医療連携会議のメンバーが中心となり運営。
専門職70名が参加。事例報告とグループワークなど…
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２）医療・介護・保健・福祉・司法・教育等
専門多職種地域連携セミナー

専門多職種によるグ
ループワーク

大橋謙策先生コーディネー
トによる事例報告

日 時：平成27年12月5日（土） 9:30～17:40
場 所：千葉県南総文化ホール（館山市北条）
テーマ：「地域包括ケアシステムにおける多職種連携」
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Ⅲ．今後の取り組み
＊医師・医師会との連携・ネットワークづくり
・訪問診療を行っている医師との意見交換と顔の見える関係づくり。
・医師会で在宅医療資源マップ作成し、市のマップとリンク。

＊専門職の地域連携の推進
・医療連携会議の継続
・専門職が出向いての啓発と相談

＊安房３市１町による広域連携
・医療介護連携シートの作成 ・医療・福祉資源マップの作成
・広域的なネットワークづくり
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相談のつながりやす
い体制づくり



ご清聴ありがとうございました

鴨川医療連携
会議メンバー
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だれもが安心して在宅医療や介護サービスが
利用できるための在宅医療介護連携


