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 千葉県在宅医療連携拠点事業取組報告書 

     市町村名（  市川市     ） 

１ 事業に関する概要 

 本市では、平成２４年度から国の補助金である在宅医療連携拠点事業費補助金（復興枠）により、本事 

業を開始し、平成２５年から今年度まで、千葉県在宅医療連携拠点事業補助金を活用して取組みを継続し 

ている。 

 これまで、医療ソーシャルワーカー等の会議、リハビリ専門職の会議、小規模多機能型居宅介護事業所・ 

認知症対応型通所介護事業所職員の会議などを開催し、同じ職種同士のつながりを強化してきた。 

 また、医師会との会議を通じて、本市の取組み状況等を報告し、ご協力いただきながら事業を進めてい 

るところである。 

 今年度より、「在宅医療・介護連携推進に関する会議」として、三師会、介護支援専門員協議会の推薦 

者、介護保険事業者連絡協議会の推薦者等が参加する会議を設け、在宅医療・介護連携推進について多職 

種で検討している。今年度は３回実施した。 

 また、千葉県のサポート事業の委託を受けた県医師会より、平成２７年１１月２７日付で、各地区医師 

会に「各地区医師会における在宅医療提供体制づくりについて」の通知があり、医師会側からも在宅医療 

提供体制づくりを推進することになった。通知を受けて、市医師会より行政に連絡が入り、「在宅医療・ 

介護連携推進に関する会議」のメンバーを拡充し、回数を増やして開催することになった。 

 

２ 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 

 

【在宅医療・介護連携推進に関する会議】年３回開催 

 平成２８年１月よりメンバーの拡充 

メンバー：医師、歯科医師、薬剤師、介護支援専門員、介護福祉士、 

     訪問看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 

     行政（保健部、福祉部）で構成されている。 

内容  ：多職種連携地域包括ケアシステム（ICT を活用した情報共

有システム）に係るアンケート調査の結果から見えてきた課題につい

て、システムの普及について、今後の会議のあり方について等 

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 

主治医のバックアップ体制（主治医不在時の対応、バックベッドの確

保）、在宅医療連携拠点の強化について検討中 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

利用ツール：ICT（多職種連携地域包括ケアシステム）を活用 

１２月末日現在 延登録者数（患者数）５０名 

        延利用者（支援者） １２９名（うち、医師１４名） 

検討内容：病院との情報共有、医師の参加の拡大、書き込み内容のル

ール化 
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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 

コーディネーター： 

医療 ケアマネ資格を持つ看護師 常勤１人 

          看護師 非常勤 １人 週５日 １日７時間 

福祉 ケアマネ資格を持つ社会福祉士  

              非常勤 １人 週５日 １日７時間 

内容：地域包括支援センターと連携し、退院後の在宅サービス導入の 

   ための関係機関の調整を行った。 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

市内の訪問看護ステーションのマップ、訪問エリア、２４時間体制の

有無、看取りの有無、得意とする対象者、ステーションの特徴等を調

査し、医療・介護関係者に配布する予定。 

「在宅医療・介護連携推進に関する会議」の中で、不足する資源に関

して検討していく予定 

４ 在宅医療に関する地域住民

への普及啓発 

 

【市川市在宅医療推進セミナー１】 

７月２２日 

内容：「住み慣れた地域でくらしていくために～在宅医療について～」 

医師、薬剤師、MSW それぞれの立場から、在宅医療について、また、

病院と地域の橋渡し役として講演を行った。 

講師：医師、薬剤師、MSW           参加者：１０４名 

 

【市川市在宅医療推進セミナー２】 

１１月９日 

内容：「最期まで住み慣れた地域で暮らしていくために～在宅ケアと

は～」 

講師：(株)ケアーズ代表取締役、白十字訪問看護ステーションヘルパ

ーステーション統括所長 秋山正子氏      参加者：３３４名 

 

【市川市在宅医療推進セミナー３】 

１１月１６日 

内容：「口腔ケアと嚥下リハビリ～喉を若返らせましょう～」 

講師：歯科医師、言語聴覚士           参加者：６８名 

５ 在宅医療に従事する人材育

成（教育・研修） 

 

【市川市地域連携褥瘡セミナー】 

１０月３日 

内容：褥瘡発生と予防の基礎   

参加者：２８名（看護師・介護職・社会福祉士・生活相談員等） 
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千葉県在宅医療連携拠点事業取組報告書 

     市町村名（ 柏 市 ） 

１ 事業に関する概要 

①取り組みに至った経緯 

本市では，２０３０年に向けて後期高齢者の増加率が全国平均を大きく上回ることが予測されている  

 ことから，２００９年より東京大学高齢社会総合研究機構及び都市再生機構と三者協定を結び，地域包 

 括ケアシステムの構築に取り組んできた。 

その中でも，在宅医療の推進と医療介護連携については，市と医師会が主体性をもって，積極的に取 

 り組んできたところである。 

②事業概要 

今年度は，これまで様々な事業について試行・実証を重ね初期の体制がほぼ構築されていることから， 

 ２０１４年度に運営開始した『柏地域医療連携センター』を中心として，各事業の全市的な普及と継続 

 実施に向けた取り組みを行ってきた。 

また，これまでの取り組みから見えた課題について，医師会を初めとした多職種団体と共有し協議す

る事で，課題解決に向けた事業展開を図っている。 

 

２ 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 

 

【柏市在宅医療・多職種連携協議会】年３回開催 

メンバー：医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・ケアマネ・地 

     域包括支援センター職員・リハビリ職・介護サービス 

     事業者・栄養士・社会福祉協議会・市民・大学・都市 

     再生機構 

内  容：各事業の課題に関する協議と合わせ，（仮称）柏市地 

     域医療介護確保計画の策定に向けた意見交換を実施。 

【多職種連携・情報共有システム部会】年３回開催 

メンバー：医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・ケアマネ・リ 

     ハビリ職・介護サービス事業者・栄養士 

内  容：ＩＣＴを活用した情報共有システムの効果的な活用 

     と，利用者拡大に向けた検討。 

【研修部会】年２回開催 

メンバー：医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・ケアマネ・地 

     域包括支援センター職員・リハビリ職・介護サービス 

     事業者・栄養士 

内  容：「顔の見える関係会議」及び「在宅医療多職種連 

     携研修」の実施に向けた議論を行った。 
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【啓発・広報部会】年３回開催 

メンバー：医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・ケアマネ・地 

     域包括支援センター職員・リハビリ職・介護サービス 

     事業者・栄養士・社会福祉協議会・市民 

内  容：在宅医療情報紙「わがや」の紙面構成及び地域におけ 

     る啓発実施に向けた議論を行った。 

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 

取り組み：主治医・副主治医制の体制構築 

検討機関：柏市医師会在宅プライマリ・ケア委員会 

メンバー：柏市医師会員（柏市・東京大学がオブザーバー参加） 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

利用ツール：ＩＣＴを活用した情報共有システム 

利 用 者：医師他多職種（別添資料参照）７８７名 

      ※平成２７年１２月末現在 

取 組 内 容：①システムの管理者として，ＩＤ・ＰＷの管理 

       ②運用マニュアルを作成し本システムのＩＤ・ＰＷを 

       保有する事業所に配布 

       ③利用者アンケート調査 

       ④個人情報保護研修会・初級者研修会開催 

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 

コーディネーター：医療 保健師（正規職員）３名 

            ケアマネ資格を持つ看護師１名 

            （臨時職員，週４日，１日，７.２５時間） 

            臨床心理士１名 

            （臨時職員，週５日，１日，７.４５時間） 

         福祉 社会福祉士 １名 

            （臨時職員，週５日，１日，７.４５時間） 

内  容：①市民に対し在宅医療を初めとした医療に関する相談支援 

     ②在宅医療チームのコーディネート 

     ③情報共有システム利用支援 他 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

①訪問看護ステーション基盤強化支援 

訪問看護ステーションの大規模化支援に向け，復職フェア・体験 

 フェア及び，病院看護師との地域連携セミナーを訪問看護ステーシ 

 ョン連絡会が自主的に実施できるよう支援を実施。 

②訪問リハビリステーション事業の充実 

柏市が規制緩和を認められている訪問リハビリステーションの 

 事業評価や，病院・老健との連携策の検討，多職種との連携強化に 
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 資する研修会等の開催支援に取り組む事で，サービス提供体制の強 

 化を支援。 

４ 在宅医療に関する地域住民

への普及啓発 

 

①地域における市民啓発活動 

市から地区社会福祉協議会に対し，市民啓発の場を設定していた 

 だくよう依頼し，市職員及び医師を初めとした医療・介護職による 

 市民啓発を実施。 

②在宅医療情報紙「わがや」の発行 

啓発・広報部会で編集した在宅医療情報紙「わがや」を年２回， 

 新聞折込で全戸配布するとともに医療機関等に配架。 

５ 在宅医療に従事する人材育

成（教育・研修） 

 

①在宅医療多職種連携研修会 

 日時・参加者・内容：別添資料参照 

②顔の見える関係会議 

 日時・参加者・内容：別添資料参照 

③患者や家族の「選択と心構え」を支えるための勉強会 

 日時・参加者・内容：別添資料参照 
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千葉県在宅医療連携拠点事業取組報告書 

     市町村名（   松戸市   ） 

１ 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のモデル 

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。 

 

２ 事業内容 

区  分 事 業 内 容（平成２８年１月３１日現在） 

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（平成 28年 1月 14日 18：30～20：45） 

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。 

・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 計８４名 

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）2次医療機関の設定 

2 次医療機関の設定は、1 人医師診療所の医師が学会や冠婚葬祭、旅

行などで医療機関を空ける際に発生した看取りを、2 次医療機関が行

うというもの。昨年に引き続き今年度も市内医療機関へ再広報し利用

する医療機関を募った。 

・現在までの登録医療機関 ０ 

（在宅支援診療所同士のグループ診療体制や、医師の個人的な連携、

訪問診療を行う医療機関と訪問看護との連携で２４時間対応を行っ

ている現状にある） 

（２）有床診療所ベットのレスパイト入院等のショートステイ利用 

在宅患者家族のレスパイト等のショートステイとして有床診療所・病
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院のベットを利用するシステム作りを行った。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を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し

た。 

・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） 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

（１）介護サービス利用時診断書 

介護サービス利用時に各事業所ごとに求められる診断書の共通化を

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

担軽減を図ることができる。今年度、新たに「利用の手引き」「診断

書利用にあたる解説」を作成し、また市の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。 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

市内の医療機関、介護事業所等の情報共有に関する課題や希望などの

意向調査を行い、来年度以降の情報共通システムのあり方検討へつな

ぐ。H28.1 月～2 月で医師、ケアマネ、訪問介護事業所へアンケート

実施。 

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 

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 

内容：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、当日に看護師，相談員が訪問したケースは、8 件（19％）であ

った。 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

松戸市在宅医療リスク管理の確立（針刺し事故対応） 

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、システムの構築を行い、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 
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４ 在宅医療に関する地域住民

への普及啓発 

 

在宅医療・介護のつどい（平成 27年 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 

５ 在宅医療に従事する人材育

成（教育・研修） 

 

（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 

（２）在宅医療連携支援研修会 

市内の病院へ、在宅療養に携わる多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 

・平成 27年度第一回 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 

・平成 27年度第二回 新松戸中央総合病院（平成 28年 2月 25日開

催予定）  
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千葉県在宅医療連携拠点事業取組報告書 

     市町村名（  流山市  ） 

１ 事業に関する概要 

 現在の流山市の高齢化率は２３．７％（平成２７年４月１日現在（住民基本台帳に基づく）：人口 173,556人に対 

し６５歳以上人口４１，０５９人）であり、このような高齢化の進展とともに、独居、高齢者のみの世帯や認知症を 

抱える方の数も増加していくもの捉えている。それに伴い、流山市内における医療と介護の需要の急増が予測され、 

医師や看護師、訪問看護ステーション等の医療の不足が懸念されている。今後２０２５年に向けた１０年間で、流山 

市において、有機的な地域包括ケアシステムを確立させるために、医療機関、訪問看護ステーション等をはじめとす 

る医療の領域と、ケアマネジャーをはじめとする介護の領域の連携の強化を図り、課題の明確化、解決を行い、その 

実現に向けた諸事等を推進することを目的に平成２６年１０月から千葉県在宅医療連携拠点事業の補助を受け、取り 

組みを開始し、平成２７年度においても同様に補助を受け取り組んでいる。 

 主軸となる事業は、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のために、各職種の代表か

らなる「流山市在宅医療介護連携会議」（医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護ステーション、地域包括支援セ

ンター、介護支援専門員等介護職を代表する者等 19 名で構成）と介護と医療にかかわるすべての職種を対象とした

「流山市介護と医療をつむぐ会」の実施、②インターネットを利用した多職種による情報連携システムの導入、③市

民を対象とした講演会、広報紙の発行である。 

 つむぐ会等からあがる課題を、連携会議で検証し解決への具体的手段を検討しつむぐ会に報告するような関係性で

2 つの会を設置している。平成２７年度は２６年度から実施している流山市介護と医療をつむぐ会の中で課題となっ

ていた、医師への連絡調整が困難であるとの課題を解消するために、医師会の承諾を得たうえで医療側へアンケート

を実施し、連絡の取りやすい時間等を調査し、介護保険事業者・精神保険事業者に公表した。 

 在宅医療連携会議の中から、熱中症への対応をこの会として何かできないかと議題にあがり、熱中症のチラシを作

製し、つむぐ会でも熱中症に関するミニ講座を実施、在宅医療連携会議とつむぐ会が一体となって対策を講じた。 

 また、つむぐ会の中で実施しているミニレクチャーでは、消防本部のレクチャーを企画しそれをきっかけとし、 

その後のつむぐ会への参加もしていただけるようになり、広がりを見せている。 

 

２ 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 課題の抽出の場として、「流山市介護と医療をつむぐ会」を実施。 

介護と医療に携わるすべての職種を対象とし、「顔の見える関係 

づくり」や医療と介護の連携上の課題等を意見交換する会議を実施。 

・２６年度５回 在宅医療連携拠点事業についての説明、事例検討等 

・２７年度５回 ＩＣＴ説明、同職種ごとのグループワーク、認知症 

サポート医との合同研修 

つむぐ会で抽出された医師へ連絡調整が困難であるとの課題を、流

山市在宅医療介護連携会議で検討し、医療機関へ連絡可能な時間、方

法等のアンケートを実施し医療介護事業者に紙媒体で配布及び ICT情

報連携システム上で公表。 
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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 

・医師へのアンケートの中で訪問診療や往診の実施と今後の意向、ま

た障壁となること、医療と介護の連携について希望すること等を調

査。今後この結果も参考に、体制構築に向けた検討を行っていく予定。 

・訪問看護連絡会の開催 

できるところから取り組みを始めようと考えの統一化ができ、「必

要な方に利用してもらえるよう訪問看護ステーションの PR を積極的

にしていこう」をスローガンに掲げ、チラシの作成や復職フェアの実

施等案がでて活性化している。 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

・多職種連携システム導入と運用開始 

 個人情報保護に係る流山市の審査を経て、平成２７年３月１日に株

式会社カナミックネットワークの ICTを活用した情報連携システムを

導入し運用を開始した。 

【現在の登録数】 

ICTを利用し連携している登録者数 4名 

ID パスワード登録者数 72名（19事業者） 

職種：医師、ケアマネ、薬剤師、理学療法士、包括支援センター、 

介護士、介護福祉士、歯科医師、歯科衛生士、福祉用具専門員等 

関係職種への説明は随時実施。 

引き続き利用を促すとともに、介護支援専門員の部屋を作り活用する

など有機的な活用ができないか検討中。 

・病院ソーシャルワーカー同士の連携の場を希望する声が上がり、会

の立ち上げのきっかけづくりを行っている。 

・２次医療圏の意見交換会に参加し、情報共有と課題の把握に努めた。 

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 

医療ソーシャルワーカー  臨時職員１名 週５日 １日７時間 

ケアマネ資格を有する保健師（H28.2採用） 

臨時職員１名 週１日 １日７時間 

アウトリーチについては模索中。現在は数件の来所相談に対応してい

る。また、地域包括支援センターが主催する会議等へ参加し、地域の

課題の把握や情報収集に努めている。 

今後は、地域ケア会議への参加も予定している。 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

・医師へのアンケートで、往診や在宅療養支援診療所の把握が一部で

きたところであるが、全体としての量・質がどうなのかについては 

より一層の調査・検証が必要と考えている。 



13 
 

４ 在宅医療に関する地域住民

への普及啓発 

 

地域包括ケアシステムの周知、自身の療養の在り方を考え自己決定

することができるためのきっかけづくりを行うことを目的として

平成 26年度、以下の２点を実施。 

・広報紙の作成と配布（平成 27年 3月１回） 

・講演会の開催（平成 27年 3月 1回） 

テーマ 「住み慣れた地域で人生の最後まで暮らし続けるには・・・

共に考えよう地域社会でわたしたちができること～居場所で

始まる助け合い～」 

講師：財団法人さわやか福祉財団会長 堀田 力氏 

参加者：市民、介護保険事業者等１８０名 

27年度の講演会については、流山市医師会と共催で市民公開講座を実

施予定。 

講師：アルフォンス・デーケンス氏 

テーマ：よく生き よく笑い よき死と出会う 

５ 在宅医療に従事する人材育

成（教育・研修） 

 

・つむぐ会において市内の医療と介護に係る関係機関等多職種を対象

とする研修会を開催した。 

【H26年度】１回  

・内容：講演「リジリエンス(折れない心)の心理学」 

    ～苦手な Xさん～対人トラブルを乗り越える理論と方法 

多職種で取り組もう！リジリエンスとエンパワーメント 

講師 日本ケア・カウンセリング協会代表 

   品川 博二 氏(臨床心理士) 

 医療と介護の関係職種等１３７名が参加し、苦手な在宅療養者と自

身の関わり方や心の在り方について学び、日頃を振り返ることにより

コミュニケーションの方法や考え方の気づきを得た。 

【H27年度】２回 

 ①内容：講演「リジリエンスの心理学Ⅱ」 

    ～対人トラブル乗り越えるスキル訓練～ 

講師 日本ケア・カウンセリング協会代表 

   品川 博二 氏(臨床心理士) 

 医療と介護の関係職種等１４０名が参加し、肯定メッセージ法など

で自分の元気を取り戻す方法を学んだ。 

②内容：認知症の方のリビングウィルについて 

   認知症サポート医研修との合同開催 

   講師 東葛病院戸倉直実医師 

   医師と多職種によるグループワーク 

医師 7 名他 92 名の出席を得た。医師の参加は少なかったが、初参加

の医師もおり、在宅介護現場の声を聴いたり顔つなぎの場となった。 
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千葉県在宅医療連携拠点事業取組報告書 

     市町村名（ 香取市 ） 

１ 事業に関する概要 

・本事業の取組に至った経緯、課題、今後の方向性 

 市民が住み慣れた地域で生活することを支えていくため、医療・福祉・保健にまたがる様々な支援を包括的かつ継

続的に提供していく体制づくりが急務であり、また、限られた資源の有効活用を図るためには、在宅医療に関する関

係機関の今までの取組を整理しながら、各分野の顔の見える体制づくりを目指し必要な事業展開を行うことが必要と

なります。 

 本市においては、平成２０年から医師、介護職が中心となり、医療・福祉・行政の顔の見える関係作りを自発的に

行っていますので、これを母体に在宅医療連携拠点事業を行っていくこととした。 

 今年度は医師会と当事業について協定書を締結し、コーディネーターとして医師２名の推薦を受けた。また、市内

国保病院に委託し、ケアマネの資格を持つ看護師にコーディネーターを依頼した。 

  

 

２ 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 

 

・【在宅医療連携ネットワーク会議】年３回開催（３回目は３月開催

予定） 

 メンバー：医療関係 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 

      福祉関係 ケアマネ、看護師、施設管理者、包括 

 内容：医療介護連携の課題について 

    各種事業展開について 

・在宅医療と介護の連携に関する意識調査アンケートを実施 

１．「香取郡市医療・福祉・行政の交流会」及び「在宅支援ネット

ワーク会議」でケママネジャー等の介護職へ配付 

２．医師意見書等でケアマネや介護職員と普段からかかわりの多い

医療機関へアンケートを配布 

 

 

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 

・【２４時間電話相談事業】 

 内容：健康や医療、介護、育児、メンタルの相談などについて、医

師や保健師、看護師などの専門家が対応する。 

 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

在宅医療連携ネットワーク会議での協議を踏まえ２８年度に MCS(メ

ディカルケアステーション)等の活用を目指す 
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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 

コーディネーター（医師）：２人 

内容：ケアマネからの医療全般に関する相談に助言を行う 

 １月２２日 

 １月２５日 

 ２月、３月（予定） 

コーディネーター（ケアマネ・看護師）：１人 

内容：地域包括支援センターからの医療全般及び介護連携に関する相

談や助言を行う 

  随時実施 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

・訪問歯科診療と訪問薬剤管理指導のニーズ調査 

 

４ 在宅医療に関する地域住民

への普及啓発 

 

・【認知症市民講座】（１１月２９日） 

 参加者：169名 

 内容：認知症になっても私は私 

・【医療・介護の専門職による相談会】 

 参加者：8ケース 25名 

・かとり地図とし各種情報（医療、介護、福祉資源等）マップを作成

し、HPへ掲載 

・介護・医療資源のパンフレット作成 

 

５ 在宅医療に従事する人材育

成（教育・研修） 

 

・【第２回香取市介護支援ネットワーク会議】（９月１０日） 

 参加者：ケアマネジャー、介護関係者 71名 

     包括職員、行政       10名 

 内容：高齢者虐待防止について 

・【第３回香取市介護支援ネットワーク会議】（１１月１２日） 

 参加者：医師、ケアマネジャー、介護関係者 70名 

     包括職員、行政           5名 

 内容：神経難病患者を在宅支援するためには（グループワーク） 

・【ケアマネネットワーク会議】 

・【在宅医療人材育成講演会】（２月２６日） 

 参加者：介護従事者（ヘルパー、リハビリ、ケアマネ） 

 内容：嚥下機能の低下した要介護者への介助について 

・【在宅医療人材育成講演会】（３月予定） 

 参加者：介護従事者（ヘルパー、リハビリ、ケアマネ） 

 内容：介護抵抗のある認知症患者への介護と服薬介助について 

 



17 
 

千葉県在宅医療連携拠点事業取組報告書 

     市町村名（ 鴨川市 ） 

１ 事業に関する概要 

 本市では平成 24年 12月～市直営地域包括支援センター（健康推進課）と、市内総合病院医療連携室の

医師・看護師が中心となり、医療・介護の連携について話し合いを始めた。年々テーマにより関係

機関・専門職を増やし、平成 25 年には市立国保病院・市内総合病院・市内医療大学・ケアマネジ

ャー連絡協議会・訪問看護ステーション等と在宅医療・介護の連携を目的に「鴨川医療連携会議（以

下、医療連携会議という）」を立ち上げ、継続的に医療・介護の連携に取り組んできた。 

医療連携会議で抽出された課題 

■在宅医療・在宅介護を進めていく上で、病状の安定・安定した生活を送るためには服薬が大切である。

薬をしっかり内服することと、薬の無駄をなくす取り組みが必要。 

■薬に関する相談は、医師にはしづらい。薬に関する相談先として、住民に薬剤師の存在をＰＲしたほう

がよい。 

■ケアマネジャーや、訪問看護師等の専門職と薬剤師との連携を図りやすくするため、薬に関する相談先

として薬剤師をＰＲしていく。 

 以上のことから、昨年度に引き続き今年度は在宅医療・介護連携における薬剤師との連携をテーマに取

り組んでいくこととした。 

 

２ 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）鴨川医療連携会議の開催 

平成 27年 4～12月末現在 9回開催 

【メンバー】 

市立国保病院（医師・薬剤師）・市内医療大学（教授・事務等） 

市内総合病院（看護師・薬剤師）・ケアマネジャー・調剤薬局（薬剤

師）・市社会福祉協議会（次長）・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） 

【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。薬剤師との連携における課題と解決策。 

①専門職向け啓発。在宅医療・介護連携研修会の開催により、専門職

に対して薬剤師との連携を周知。研修会を通して薬剤師と顔の見える

関係を作る。専門多職種連携セミナーを通して、安房地域での広域的

なネットワークを推進。 

②一般住民向け啓発。お薬に関する啓発パンフレットとＤＶＤの作

成。できあがったパンフレットやＤＶＤを用いて、市内サロンで啓発。 

2）医師会との連携 

市内の訪問診療を行っている医師との意見交換を提案していく。 
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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 

地域包括支援センターの委託先である社会福祉法人と協力し、365 日

24時間、相談がつながる仕組みとなっている。 

特に、高齢者だけではなく児童・障害者・ＤＶ等の分野を問わない幅

広い相談窓口となっており、庁内の連絡体制も構築されている。 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

1）先進市への視察 

①クラウド型情報共有システムを活用している先進市への視察 

柏市保健福祉部 地域医療推進室（柏地域医療連携センター） 

・日 時 平成 27年 10月 28日（水）13：30～15：00 

・出張者 4名（市職員及び医療連携会議メンバー） 

②広域情報共有ネットワークの検討のため先進市への視察 

洛和会音羽記念病院・京都医療センター（京都市） 

・日 時 平成 28年 1月 21日（水）～22日（木） 

・出張者 安房郡市 3市 1町の担当課長及び職員 

2）安房地域における広域連携の検討 

・情報共有のための連携シートの検討 

安房地域包括ケア連絡会によるアンケート調査の実施 

（3市 1町の行政・地域包括支援センター・ケアマネジャーへ） 

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）コーディネーターの配置 

①医療介護連携コーディネーター 

 病院と介護経験のある専門職を配置 週 5日 1日 7時間 

②社会福祉士の配置 

 総合病院での医療相談員とケアマネジャーの経験をもつ専門職の

配置 週 3日 1日 7時間 

2）内容 

アウトリーチによる相談援助。専門機関とのネットワークづくり。 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

1）医療・福祉資源マップの作成。 

医療機関・介護関係機関への聞き取り訪問によるネットワークづく

り。出来上がったマップを用いて、市内高齢者サロン等での啓発。 

2）広域連携への取り組み 

①安房医師会 

 医師会で在宅医療資源の情報収集を始める、市と情報をリンク。 

②安房地区（３市１町） 

 今後、館山市・南房総市・鋸南町で医療・福祉資源マップ作成し、

広域連携・ネットワークづくりに活用する。 
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４ 在宅医療に関する地域住民

への普及啓発 

 

1）「鴨川くすり連絡簿」の製作 

①服薬パンフレット ②DVD 

市内高齢者サロンでお薬の飲み方等に関する聞き取り。医療連携会

議で専門職が意見を出し合いながら検討。３つのポイントを市民へ

啓発することとした。 

・薬の正しい飲み方 ・お薬手帳等の活用 ・薬剤師に相談 

高齢者サロンでの啓発には、薬剤師も参加し、住民と薬剤師が顔の

見える関係を作っていく。 

 

2）アドバンス ケア プランニング（ACP）研修会の実施 

 病気などで将来意思決定能力を失った時に、どのような医療を受け

たいか、事前に考え家族と話し合っておくことを啓発する。 

・対象（ボランティア団体・民生委員）・実施回数（3回） 

・Advance Care Planning in Awaへ委託 

 亀田総合病院 緩和ケア・在宅医療部の医師・看護師・チャプレン 

５ 在宅医療に従事する人材育

成（教育・研修） 

 

1）在宅医療・介護連携研修会 「薬剤師との上手な付き合い方」 

日 時 平成 27年 10月 18日（日）13：00～16：00 

場 所 亀田医療大学 学生会館 

対象者 在宅医療・介護に関わる専門職等 

内 容 ①現状報告 亀田総合病院 薬剤師 秋葉久典 氏 

          鴨川市社会福祉協議会 髙梨 道広 氏 

    ②グループワーク 「薬剤師との上手な付き合い方」 

        座長 鴨川市立国保病院 関 洋史 氏 

参加者 70名（内訳）医師・歯科医師 薬剤師 ケアマネジャー 

 看護師・保健師 相談員（施設相談員含） ヘルパー 相談機 

関 社会福祉協議会 亀田医療大学 行政機関（千葉県健康づ 

くり支援課 安房保健所等 南房総市 館山市） 鴨川市  

 

2）医療・介護・保健・福祉・司法・教育等専門職地域連携セミナー 

 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 小ホール（館山市北条） 

 内 容 ①事例検討・グループワーク 

「医療・介護・福祉の連携（専門多職種による連携を考える）」 

      ②講演会・パネルディスカッション 

        「地域包括ケアシステムにおける多職種連携」 

      ③交流会 

3）安房医師会との連携会議 ⇒ 今後、充実へむけて取り組む。 
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千葉県在宅医療連携拠点事業取組報告書 

     市町村名（ 船橋市 ） 

１ 事業に関する概要 

・本事業の取組に至った経緯、課題等 

本市では、地域包括ケアシステムの核となる在宅医療の充実と医療・介護の連携を推進するために必要な事項を検

討する場として、医療・介護に関わる関係団体の代表により構成する「船橋市地域在宅医療推進連絡協議会」を平成

24年度に設置した。平成 24・25年度の 2年間、在宅医療支援拠点の設置及び実施内容など、在宅医療を推進するた

めに必要な事項の検討を行い、協議結果を「船橋市における在宅医療の推進について」報告書に取りまとめを行った。 

また、平成 25年 5月に設立された、18の医療・介護関係団体及び行政で組織する任意団体である「船橋在宅医療

ひまわりネットワーク」において、引き続き在宅医療支援拠点のあり方について検討を重ねた。 

そして、平成 27年 10月にオープンした「船橋市保健福祉センター」内に設置した在宅医療支援拠点にて、在宅医療

を希望する方への在宅医療・介護に関する相談および必要となる医療機関や介護サービス事業所等の紹介、在宅医療・介護関

係者の支援等に取り組んでいる。 

相談件数を増加させるべく、来年度は市民及び医療・介護関係者への周知について、重点的に取り組んでいく。 

 

２ 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 

 

●【船橋在宅医療ひまわりネットワーク役員会】年２回開催 

内 容：各委員会の取組み報告等 

●【船橋在宅医療ひまわりネットワーク委員会】年２２回開催 

・顔の見える連携づくり委員会（全６回） 

内 容：入退院時の支援のきまりごとを「心得」として策定するための  

検討を行った。 

・人材育成委員会（全６回） 

内 容：専門職向けの講演会・研修会を開催するとともに、体系的に在宅 

医療・介護についての研修を受けられるよう、研修体系を策定   

するための検討を行った。 

 ・安心の確保委員会（全６回） 

内 容：在宅医療について、市民へ周知・啓発するための市民公開講座 

    を開催するとともに、在宅療養時における安心を確保するために 

 「救急医療情報キット」の導入について検討を行った。 

 ・資源情報管理委員会（全４回） 

内 容：「船橋市在宅医療・緩和ケア提供機関マップ」作成のために、   

 収集する資源情報のあり方を検討するとともに、ホームページ 

の管理・更新について検討を行った。 

※在宅医療支援拠点は、ひまわりネットワークの各委員会の活動（講演会、 

研修会等）のすべての企画・運営に参加している 
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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 

在宅医が互いに連携し、補完できるような仕組みづくりを検討する。また、

在宅医登録制度を活用し、在宅医療を行う医師等の資源を把握し、希望する患

者等へつなげる。 

（２）チーム医療を提供するための情報共有体制の構築 

利用ツール：船橋市在宅医療・介護連携支援用患者情報共有システムを活用 

利用登録者：医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネ、訪問看護師等 計１４９名 

内 容：船橋市が導入するシステムの有効活用、普及、利用方法に関する 

相談、情報提供の実施 

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 

コーディネーター：医療 主任介護支援専門員の資格を持つ看護師 １名 

           週５日、１日８時間 

福祉 介護支援専門員 １名   （１名は募集中） 

           週５日、１日８時間 

内 容：地域ケア会議に参加し、コーディネーターの立場から在宅医療・  

介護の多職種連携に関する説明を行った。 

（２）医療・福祉資源の量・質の最適化への取組 

船橋市在宅医療支援拠点周知活動：市内のおよび近隣市の病院・医療機関、 

また地域包括支援センターや自治会連合協議会などの機関に直接出向き、在 

宅医療支援拠点の周知を行った。 

４ 在宅医療に関する地域住民

への普及啓発 

 

●【船橋在宅医療ひまわりネットワーク市民公開講座】（１１月７日） 

内 容：「“最期まで自分らしく”を考える」をテーマに、基調講演と    

パネルディスカッションを行った。 

講 師：秋山正子氏（訪問看護師） 

参加者：２２６名 

●【ヘルシー船橋フェアでの市民公開講座】（平成２８年１月１６日） 

内 容：在宅医療をテーマに、医療講演を行った。 

講 師：中村 順哉氏（医師）        

参加者：約６０名 

●【出前講座】（平成２８年２月２８日 予定） 

内 容：在宅医療をテーマとした講演 

講 師：松尾 幸代氏（在宅医療支援拠点 総括者） 

参加者：約８０名 

５ 在宅医療に従事する人材 

育成（教育・研修） 

 

●【船橋在宅医療ひまわりネットワーク人材育成研修会】 

 ・がん緩和ケア研修（基礎編）（６月１３日） 

内 容：基礎知識及びがん診療連携拠点病院と地域における連携について 

参加者：１７２名 
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・地域包括ケア推進講演会（８月１日） 

内  容：東近江市永源寺地域の取組み及び地域ケア会議との関わりについて 

参加者：１４４名 

 

 ・がん緩和ケア研修（応用編）（１０月２４日） 

内 容：病院及び在宅の専門職によるワークショップ形式の事例検討 

参加者：１１０名 

 ・認知症多職種協働研修（基礎編）（２月６日） 

内 容：基礎知識及び市の取組みについて 

参加者：７７名 

 


