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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  松戸市） 

１ 所管課、 健康福祉部 地域医療課 

  担当者名 池田 修久 

  電話番号 047-366-7771 

 

２ 事業に関する概要 

（背景） 

介護保険がスタートしてから既に 14 年が経過しようとしています。全国的に従来の予測

を上回って高齢化が進んでいます。今後も高齢化は進展し、2025 年（平成 37）年には、い

わゆる団塊の世代が 75 歳に到達し、本格的な超高齢化社会を迎えることになります。 

その中で本市では、介護保険がスタートした平成 12 年に高齢者数約 56,000 人、高齢者率

11.9％でしたが、平成 25 年 12 月 31 日現在では、それぞれ 110,678 人、22.8％とスタート

時の倍になり、急速に高齢化が進展しています。また国は、地域包括ケアシステムの実現の

ために、①医療と介護の連携、②介護サービスの充実強化、③予防の推進、④見守り、配食

等の生活支援サービス、⑤高齢者住まいの整備を継続的に提供していくことが必要であると

しています。 

（現状について） 

平成 25 年 10 月に地域包括支援センターを市内 11 ヶ所開設し、平成 26 年 2月には地域ケ

ア会議を開催いたしましたが、地域ケア会議委員として松戸市医師会より 16 名の医師が割

り当てられ、医師によるサポート体制も整いました。本市において高齢者の方を総合的に支

える地域包括支援センターは、大変重要な役割を担っております。 

行政内部の取り組みとしては、医療と介護の更なる連携を図るため、部を越えて医療担当

の地域医療課、介護担当の高齢者支援課、介護保険課による地域包括ケアシステム推進会議

を発足し、行政の中においても医療と介護の連携を深めるこことしました。 

松戸市は、平成 26 年 1 月から在宅医療連携拠点事業に取り組んでいます。事業実施につ

いては、松戸市医師会推薦の診療所に業務の一部を委託しています。また、平成 26 年 3 月

には平成 25 年度在宅医療連携拠点事業として第 1 回多職種合同カンファレンスを開催しま

した。先ほど申し上げた 3課が中心となり三師会の協力を得て、地域包括支援センター地区

ごとにファシリテーター役を地域包括支援センターの職員が行い、医師、歯科医師、薬剤師、

ケアマネジャー等を配置し、グループワークを行いました。そして、各職種の連携及び地域

包括支援センターとの連携等の課題抽出や問題解決の検討を実施しました。 

（今後の課題について） 

松戸市では、三師会も積極的に在宅医療に取組んでいます。その中で診診（病診）連携に
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ついても診療所同士が、グループを作り 24 時間診療を行なっている現状がありますが、在

宅医療を行う医師については充分ではなく、その診診連携システムを充実しなければ在宅医

療の推進及び普及は期待できません。そこで将来松戸市では、在宅医療を行う診療所のサポ

ートとして、在宅患者の急変時に入院等の対応できる病院を中心に、病診連携の構築を考え

ています。 

また、松戸市薬剤師会は麻薬を含めた輪番待機薬局による 365 日対応に向けて輪番待機薬

局システムを構築しましたが、将来に亘りこのシステムを継続するため、来年度は市が協力

し輪番待機薬局の営業時間の延長を実施する予定です。 

松戸市では、それらを整備することにより在宅医療担当者の負担軽減を支援し、新たに在

宅医療に取り組む医師及び薬剤師を増やすことにより、本市の在宅医療資源の拡充及び底上

げを図って行きます。 

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 

 

 昨年度に引続き、地域包括支援センターの担当地区

を 1つのグループとし、地域包括支援センターの職員

をファシリテーターとし、地域包括支援センターの各

地区を中心に医療関係者及び介護関係者が参加する

ことで多職種間の連携強化及び連携のルール化を図

ります。 

今年度は多職種合同カンファレンスを２回開催し、

開催場所を市内の保健センター地域ごとに、１回目を

常盤平地区、２回目を本庁地区としました。また、各

団体から参加者を推薦していただき、地域の拡充と各

団体の連携をテーマに開催いたしました。 

 

１回目は医師会が「認知症」をテーマに講習と事例

検討の２部制で開催しました。 

開催日 平成２６年１０月１６日（木）（資料①） 

講 習 「認知症の方を地域で支える」 

事 例 「認知症の方を地域で支える在宅ケア」 

参加者 １２３名 

 

２回目は歯科医師会と薬剤師会が共同で「高齢者世

帯に対する在宅支援」をテーマに事例検討に重点を置

き開催しました。また、各グループの発表を準備する

間に歯科医師会及び薬剤師会から「在宅についての現
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状」の話をしていただき、それぞれの業務を理解する

ことが出来ました。 

 

開催日 平成２７年１月２８日（水）（資料②） 

事 例 「高齢者世帯に対する在宅支援」 

参加者 １０９名 

 

事例検討では、利用者が本当に望むことを、医療と

介護の視点から各職種が行えること、連携して行うこ

となどを検討、問題点を抽出し解決方法を議論しまし

た。その中で連携の大切を再確認すると伴にこの様な

会議を継続することで、「顔の見える関係」になり、

信頼関係を築くことが最も重要なことであります。 

【参加団体】 

医師会・歯科医師会・薬剤師会 

地域包括支援センター 

東葛北部訪問看護ステーション連絡協議会 

特別養護老人ホーム連絡協議会 

小規模多機能型居宅介護連絡会 

介護支援専門員協議会 

認知症高齢者グループホーム協議会 

松戸市病院事業ＭＳＷ等 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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の構築 

①24 時間対応する医師の往診支援 

②有床診療所のレスパイト入院等利用 

（補助対象外） 

③土曜日・日曜日、祝日、年末年始午後５時から午後

８時までの調剤薬局の輪番制導入 

 

なお、本稿においては、医師が一人で診療を行なう

診療所を「1人医師診療所」と呼称します。また、依

頼を行う医療機関を「一次医療機関」、一次医療機関

から依頼を受けて、その支援を行う医療機関を「二次

医療機関」と呼ぶことにします。 
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市内には 54 ヶ所の訪問診療可能な診療所（うち、

在宅支援診療所 36 ヶ所）（平成 26 年 2 月松戸市医師

会調査結果）があり、1人医師診療所でも、自院への

かかりつけ患者への 24 時間対応を含めた在宅医療を

行っている医師は珍しくありません。また、千葉県松

戸市は、看取りを積極的に行う有力な在宅医療機関が

複数存在し、「市内全域が 24 時間対応型の在宅医療

でカバーされている」国内でも、在宅医療資源に恵ま

れた地域であります。 

「医師 1 人が単独で 24 時間 365 日対応を行うこと

の困難」さ、は全国的な在宅医療の問題とされており、

全国各地でその問題解決に向けて取り組まれていま

す。特に、医療依存度の高い在宅患者のレスパイト入

院先の確保な困難な現状があり、家族が介護に疲弊す

るという現状があります。（市内の診療所へのアンケ

ートの実施。）（資料③） 

今年度の在宅医療連携拠点事業としては、①二次医

療機関の設定による 24 時間対応する医師の往診支

援、②有床診療所ベットのレスパイト利用のシステム

の構築を進めました。 

 

① 24 時間対応する医師の往診支援 

これは、複数医師を有し、24 時間対応を行う大規

模在宅療養支援診療所が「二次在宅医療機関」となり、

1人医師診療所を含めた在宅医療を行う診療所医師の

代わりに、往診を行うというシステムであります。具

体的には、一次医療機関の医師が学会や冠婚葬祭、旅

行で医療機関を空ける際に発生した看取りを、二次医

療機関が代わって行うものです。 

本システム利用を希望する診療所(一次医療機関)

は二次医療機関へ登録し、あらかじめ医師同士が互い

に知り合って関係作りを行い、そのうえで、依頼した

診療所医師が自分の診療所を不在とするとき、適切な

情報提供のうえで、二次医療機関が一次医療機関の代

わりに往診を行うシステムであります。（詳細の流れ

等を作りました。（資料④） 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題としては、市内全域までカバーするシス

テムを構築することだと思います。 

 

②  有床診療所のレスパイト入院等利用 

医療依存度の高い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ベットを利用するシス

テム作りです。（資料⑤） 

いらはら診療所と市内のもう 1 ヶ所の有床診療所

でレスパイト入院を受け入れる体制を市内の医療機

関へ広報により周知を行いました。 

一方、障害福祉の分野では、筋委縮性硬化症などの

医療依存度の高い難病患者などでレスパイト入院の

困難があるという認識から、先進的に松戸市では、松

戸市立福祉医療センター東松戸病院に、医療保険とは

別枠で使用できるレスパイト用ベッドが用意されて

います。また、DPC を採用していない中小病院で、検

査入院などを受け入れる病院の存在もあります。 

そこで、有床診療所のみならず、松戸市立福祉医療

センター東松戸病院や、中小病院のベッドの活用も視

野に入れ、申し込み患者のニーズに応じた、ソーシャ

ルワークを行いました。 

 

③  土曜日・日曜日午後５時から午後８時までの調剤

薬局の輪番制導入（補助対象外） 

松戸市薬剤師会では、現在日曜日、祝日、年末年始

の午前9時から午後5時まで輪番制で3ヶ所の調剤薬

局が処方箋対応を行っています。2025 年に向けて麻

薬を含めた 365 日（24 時間）対応の輪番待機薬局の

ネットワーク構築に向けて、輪番待機薬局の参加基

準、在庫の管理、運営経費、夜間に利用する患者数な

ど、昨年度本市と検討を行いました。 

今年度から新たに土曜日、日曜日、祝日、年末年始

の午後５時から午後８時までを市内 3 ヶ所の調剤薬

局に麻薬処方も含めて処方箋対応を実施していただ

きました。 
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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 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構

築 

長崎県の模範的な電子システムである「あじさいネ

ット」を視察しました。千葉県独自の地域電子カルテ

共有システムである千葉「IT ネット」の導入、参加

を行った。IT ネットは千葉大学の医療情報学の教授

である高林克日己先生が開発されたシステムであり、

その前身は、松戸市の EMI ネット(Electric Medical 

Information Network)であります。本システムは、VPN 

(Virtual Private Network)による接続でセキュリテ

ィを担保し、各患者ごとに共有カルテを作成していく

ものであり、また、加入医療機関も限られています。

（市内では 5カ所）、訪問看護ステーションは０箇所

にとどまり、本年度末でその運用は終了いたします。 

実際運用したところ、電子カルテとの結合インター

フェースを有さず、入力に際しては、電子カルテとは

別に二度書きをする必要があるツールでありました。

そして、その実用段階たる問題点は、①多種類電子カ

ルテと同じコンピュータ端末内で連結すること、②

(電子カルテに一回入力すればよく)２度書きをしな

くても済むこと、の２つだと考えます。 

あじさいネットは、閲覧機能を主にすることによ

り、①をクリアし、更に②も解決しつつあると言いま

す。更に、あじさいネットの最大の特徴は、「公費に

依存せず、会費によって経費を賄っている点」であり

ます。あじさいネットに入会すると、病院の場合には

患者数が増加することも知られています。つまり、あ

じさいネット「ユーザーが自己資金を支払ってでも購

入したい魅力的な商品」となっています。ただし、「あ

じさいネット」は医療情報に特化したシステムであ

り、在宅医療を前提とした多職種連携ツールではない

点には留意すべきです。 

その他、注目すべきシステムとしては、わが国のこ

の種の電子医療情報共有システムで最多の加入医療

機関数を誇る石川県の「いしかわ医療情報共有ネット

ワーク」(あじさいネット類似システム)、医療及び介
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護の双方にインターフェースを持つ和歌山県すさみ

町の「きのくに e-ねっと」、EMI ネットでも試みられ

た個人カードによる情報開示システムで個人情報を

管理する大分県臼杵市の「うすき石仏ねっと」などが

ありました。松戸市の今後の医療情報システム構築に

参考となると考えられます。 

 

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

格を持つ看護師等及び医療ソ

ーシャルワーカーの配置（人

数、勤務時間等）や役割 

 

【効率的な医療提供のための多職種連携】 

（１） 地域包括支援センターに対しての在宅医療に

関する総合的な支援 

・市内全地域包括支援センターへのアンケートの実施 

・地域包括支援センター全体会議への出席 

・地域包括支援センター症例検討会でのアドバイス 

・松戸市医師会共通診断書の再度の普及啓蒙活動 

 

地域包括支援センター全体会議に参加し、医療連携

について意見交換を行いました。先立って地域包括支

援センターには在宅医療連携について、担当者が困難

に感じている点などを重点的においてアンケートの

実施を行いました。（資料⑥） 

アンケートの結果、医療的な質問について、地域包

括支援センターへ回答を行いました。（資料⑦） 

会議の結果、在宅医療機関との連携は比較的スムー

ズに行われていますが、病院医師との連携に困難なケ

ースが多く見られ、病院の在宅医療・在宅ケアに対し

ての理解力、昨年開設されたばかりの地域包括支援セ

ンターのスキルが課題と思いました。 

その対策として、在宅医療連携拠点事業は病院連携

研修を企画しました。この研修では、病院職員へ在宅

医療の啓発活動を行い、もう一方の地域包括支援セン

ターのスキルアップの課題に関しては、研修や経験を

蓄積することにより、よりよい相談支援が可能になる

と考えられます。 

 介護保険の被保険者が、デイサービスやショートス

テイ、訪問入浴介護などの居宅サービスを利用すると

き、感染症情報や身体状況の情報を、居宅サービス事
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業所から求められることが少なくありません。しか

し、居宅サービス事業所が感染症などに関して理解が

深くない時、過剰な検査を利用者に求めたり、その必

要性に対する説明不足の対応が見られました。更に、

居宅サービスを複数利用するとき、それぞれの事業所

が各々の診断書を求めると、診断内容は保険診療では

行えないものだけに、その費用は莫大なものとなりま

す。その対応策として、松戸市医師会在宅ケア委員会

では、介護サービス利用時の「共通診断書」を作成し

（資料⑧）、本診断書の有効期限を１年間とし、複数

の事業所に提示してよいものとすることで、利用者の

自己負担額を低額に抑え、サービスを早く利用出来、

事業者への負担軽減を図りました。しかし、共通診断

書の存在を知らないケアマネジャーも多いことから、

再度の普及啓発活動を行いました。 

 

（２） 相談窓口の設置 

相談窓口の設置は、ケアマネジャーの資格を持っ

た看護師とＭＳＷを配置し、３６５日対応すること

としました。相談内容で医療に特化した内容は、診

療所の医師が対応することで、ほぼ全ての内容に迅

速に対応することが出来ました。 

 窓口設置にあたり、市内各居宅介護支援事業所、

地域包括支援センター、在宅介護事業所、病院地域

連携室に案内を送付し相談窓口の周知も行いまし

た。 

H２７年３月末で４５件の相談を受付けました。（資

料⑨） 

相談の多くは、もともと医療機関への受診歴が無

く、かかりつけ医をもたない高齢者の、急な状態悪化

等による訪問診療導入の相談ないしは主治医探しの

問い合わせや、認知症の診療に関する相談、介護保険

申請の為の主治医を探すことを依頼されるケースで

した。その他病院 MSW からは、医療ニーズが高い患者

などに対し「はたして在宅で療養可能なのか」といっ

た問い合わせ内容が多く、在宅医療の現状認識を病院
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側と共有していく必要性を感じました。 

対応としては、電話対応可能だったケースが半数程

度と最も多かったです。在宅医療の主治医その他の専

門職を必要としている患者には積極的な紹介、あっせ

んを行いました。 

かかりつけ医不在や急な状態悪化などの相談には、

看護師や相談員が直接訪問し状態を整理し、他院へ積

極的に情報提供・対応依頼を行いました。 

全体を通し、在宅医療機関の紹介、病院等への紹介

も含め、「総合窓口として相談できるところがあるの

は安心」という意見が多く、微力ながら、地域包括支

援センターや専門職の安心感に、多少なりとも、繋が

っているのではないかと考えています。 

対応内容についても、相互のフィードバックを行う

ことで、更なる連携が図れると実感しました。相談ケ

ースの圧倒的多くが医療の相談と合わせ介護保険サ

ービスの導入や調整が必要なケースが多く、今回の相

談業務ではケアマネジャーの資格を持つ看護師と社

会福祉士で対応に当たりましたが、このように医療と

介護の両方の知識を有するチームでの対応が必要と

強く思いました。 

 

（３）松戸市在宅医療リスク管理の確立（針刺し事故

対応） 

・針刺し事故初期対応マニュアルの作成 

・「針刺し事故対応研修」の開催 

・開催日 平成 27 年 2月 17 日（火） 

・場 所 松戸市市民劇場  

参加者 27 名 

在宅医療現場では、医療従事者（主に看護師）は、

針刺し事故からほとんど保護されていない現状があ

ります。また、事前アンケートとからも何らかの対応

を希望する声は多いことが解りました。（資料⑩） 

この問題を解決し、専門職が安心して働ける職場を

提供することが、医師、看護師不足の問題解決の足が

かりになり、今後の在宅医療の推進を図る上に大変有
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意義な対策と考えられます。そこで、在宅医療連携拠

点事業所は、この問題である針刺し事故に解決を与え

ようと試みました。 

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、在宅医療に従事するスタッフ（主に看護師）が保

護されるシステムの構築を進め、「松戸市内 在宅医

療従事者（医師及び看護師）に対する針刺し事故対応

マニュアル」を作成しました。（資料⑪）  

在宅医療連携拠点事業所は、在宅医療に関する長年

の経験から、「針刺し事故が起きても、看護師が動転

し、その場で、患者の採血を行うことが困難なこと」

を知っており、その問題を解決するため、具体的で実

践的なマニュアルを作成いたしました。また、このマ

ニュアルには、普段から専門職が行える努力について

も記載いたしました。 

血液体液暴露は HIV 感染症という重大な合併症が

起こり得る事故であります。HIV 感染症の可能性に対

しては、事故時の手順についてあらかじめ知識を得

て、専門職自身が心構えを持つことが必要であり、そ

の心構えに必須の知識を提供する研修会が必要と考

えられました。また、本来防ぎえる事故を防ぐための

手技、B 型肝炎ワクチンの事前接種など、専門職が普

段から行える努力も少なくありません。このようなこ

とを含め、松戸市立病院 小森感染対策室長による

「針刺し事故対応研修」を開催し、専門職に情報を提

供をいたしました。 

針刺し事故を含む血液体液暴露による感染の予防、

初期対応の重要性をお話し頂き、訪問看護師および医

師を含め２７名の参加がありました。 

４ 在宅医療に関する地域住民へ

の普及啓発 

 

 今後の在宅医療の在り方について、講演会を開催し

市民の方へ普及啓発を行いました。 

日 時 平成２６年７月３日（水）13:30～15:00

場 所 松戸市市民劇場 

題 目 在宅医療の推進に向けて 

講 師 松戸市立福祉医療センター東松戸病院長 
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参加者 ２６３名 

講演終了後、在宅の普及啓発に対するアンケートを

実施。（資料⑫） 

５ 在宅医療に従事する人材育成

（教育・研修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 在宅医療に係る人材の教育及び研修】 

（１） 同行訪問（１０回） 

同行訪問実施数：ケアマネジャー7名、ヘルパー1名、 

     訪問看護師 １名、事務職 1 名 

介護支援専門員協議会での聞き取りにより、ケアマ

ネジャーが訪問診療の対象者の選定や、通院から訪問

診療に切り替えるタイミングの評価に難しさを感じ

るとの問題点が指摘されました。この問題を解決する

ため、ケアマネジャーの訪問診療への同行訪問研修を

実施し、患者への影響を最小限とし、かつ、ケアマネ

ジャーに実際の現場をリアルに体験してもらうため、

同行には一回当たり一人に限定して行いました。 

医師が訪問した時に家族や本人とどのような話を

するのか？また、それがどのようなサービスに反映す

るのかについて、ケアマネジャーは、実際に体験する

ことで、特に学びを深めたようであります。 

また、質問内容としては、訪問診療を行う場合どの

ような方なら訪問診療を受け入れられるのか、どのタ

イミングで依頼すればいいのかなどが多かったです。

更に医師、看護師、ケアマネジャーと直接意見の交換

ができた事で、相互の職種への理解も深まりました。

（アンケート実施。）（資料⑬） 

 

（２）介護職への喀痰吸引等研修 

○介護職向け喀痰吸引研修（１回） 

・開催日 平成 26 年 12 月 4 日（木） 

・場 所 小金原市民センター2Ｆ会議室 

・参加者 17 名 

○・施設へ喀痰吸引等研修の出張研修 3 回 

・開催日 平成 26 年 9月 24、平成 26 年 10 月 1 日 

 ・場 所（施設名）いぶき養護苑 

 ・開催日 平成 26 年 10 月 17 日（金） 

 ・場 所（施設名）グループホームさくら草 
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要介護者の高齢化に伴って介護職が現場で（在宅や

施設、訪問入浴時等）吸引処置を行わなければならな

い状態が最近増加しています。要介護者のみならず介

護する側も高齢であったり、吸引をするという行為が

出来にくくなっている現実があります。 

今回吸引の導入として介護職への吸引指導を精巧

な人体の形態の人形を使用し行いました。（資料⑭) 

参加者からは、実際に聞いているだけより体験して

みて大変でしたが、吸引の必要性、呼吸の仕組みや鼻

から口につながる部分が大変理解できて、研修に参加

出来てよかったという多くの意見がありました。 

 

(3)在宅医療連携支援研修会 

・開催日 平成 27 年 3月 6 日（金） 

・場 所 松戸市衛生会館３Ｆ会議室 

・講 師 国立長寿医療研究センター  

在宅連携医療部長 三浦久幸 

・テーマ 病院による在宅医療支援 

・参加者 病院スタッフ  ２７名 

     在宅医療・介護関係スタッフ ４４名 

 

在宅医療の重要性が認識され、国を挙げて推進され

ていますが、在宅医療・在宅ケアに関する研修は「在

宅医療への医師参入研修」「在宅ケアスタッフの多職

種連携研修」「地域在宅医療リーダー養成研修」など

が主です。しかし、在宅医療を開始する患者のかなり

の部分は病院退院時に導入されるものであり、在宅医

療導入に病院スタッフが大きな役割を担います。 

しかし、これまで病院スタッフを対象にした在宅医

療・在宅ケアの研修はほとんど試みられていませんで

した。  

病院スタッフが在宅医療現場について知見を深め

ることで、より円滑で、かつ効果的な退院支援が可能

になると期待されます。また、病院スタッフが在宅医

や在宅ケアスタッフの仕事を理解することで、退院時

カンファレンスが円滑に行えることも期待されます。
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同時に、在宅医療スタッフが病院の事情について知る

ことも連携活動に非常に有意義なことです。 

このような認識から、病院スタッフと在宅医療・在

宅ケアスタッフの連携のための研修会を企画いたし

ました。 

講師には、国立長寿医療研究センター 在宅連携医

療部長 三浦久幸氏を迎え講演会を開催し、題目は

「病院による在宅医療支援」と、市内の 2 カ所の公立

病院を中心に「模擬退院時カンファレンス」の研修を

行いました。研修終了後のアンケートの結果は別紙の

通りです。（資料⑮） 

 

(4)医療機関に対する在宅医療に関する良質な情報ツ

ールの無償提供 

  在宅医療をガイドする良質なパンフレットは全国

各地で多数作成されています。特に、公益財団法人 在

宅医療助成 勇美記念財団で作成しているパンフレッ

トは、日本全国で使用できる汎用性の高いものであ

り、潤沢な資金と、多大な労力と時間を費やして作成

した、実に手の込んだ作品が多数あります。 

松戸市で独自のパンフレットを作成することも考

えられますが、わが国で非常に評価の高いパンフレッ

トを入手することは、資金と労力を要さずできること

であり、まずはそれを行い、松戸市民のために提供す

ることが肝要であると考えました。この認識から、今

回は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団で作

成しているパンフレットのうち、特に全国的に評価の

高い在宅医療に関するパンフレットを勇美記念財団

から多数譲り受け、病院の医療連携室、ケアマネジャ

ー、訪問看護ステーション等に提供することで、在宅

医療について、関心と理解を深めていただき、今後も、

継続的にこの提供は行う予定であります。 

 

 

  


