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        流山市在宅医療連携拠点事業について 
             平成２８年２月１９日 流山市介護支援課 伊原理香             

 流山市の概要 

 
 
 

          
     
 
 
★常住人口 １７６，１５６人（H28.2.1現在） 
★高齢化率 ２３．７％（Ｈ２７．４．１現在） 
★要介護（要支援）認定者数 ６，６５２人   
               （Ｈ２７．３．３１現在） 
★市内の医療機関 
 ・江陽台病院（１４９床） 
 ・流山中央病院（１５６床）  
 ・柏の葉北総病院（９２床） 
 ・東葛病院（３３１床） 

  ・千葉愛友会記念病院（３１６床） 

  ●クリニック等医療機関（病院含む）７５ 

  歯科医院 ５３ 

  薬局   ４１ 

★在宅療養支援診療所  ７ 

★訪問看護ステーション ７※市直営１          
★地域包括支援センター ４か所(委託） 
 

医療機関（入院ベッドを有する病院を含む） 



在宅医療・介護連携推進事業（介護保険の地域支援事業、平成２７年度～） 

○ 介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ。 
○ 可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施。 

○ 各市町村が、原則として（ア）～（ク）の全ての事業項目を実施。 

○ 一部を郡市医師会等（地域の中核的医療機関や他の団体を含む）に委託することができる。 
○ 都道府県・保健所が、市町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベル

での研修等により支援。国は、事業実施の手引き書や事例集の作成等により支援。都道府県を通じて実施状況

を把握。 

（ア） 地域の医療・介護サービス資源の把握 
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○事業項目 

（キ） 地域住民への普及啓発 

（イ） 在宅医療･介護連携の課題と抽出の対応の協議 

 （ウ） 在宅医療・介護連携に関する相談の受付等 

（エ） 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 

（オ） 在宅医療・介護関係者の研修 

（カ） 24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 

（ク） 二次医療圏内・関係市町村の連携 



千葉県モデル事業（在宅医療連携拠点事業） 
実施予定事業 

要綱に示されている５つの柱 

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 

２ 在宅医療従事者の負担軽減の支援 

 

・①流山市在宅医療介護連携会議、②介護と医療をつむぐ会、 

 ③訪問看護ステーション連絡会の中で検討 

・24時間対応の在宅医療提供体制構築のための、夜間や緊急時対応を補  

 完し合える連携方法や、ルール作りの検討を行う。 

・インターネットを利用した情報連携システムの導入を行う。 

 
3 



３ 効率的な医療提供のための多職種連携（１） 

 

  ・医療に関する専門職の雇用～活用 

 ・ 介護支援専門員の資格を有する看護師等１名 

 ・ 医療ソーシャルワーカー１名                臨時職員  

  

   上記２名を現時点では流山市訪問看護ステーションに配置することにより事 

 業全般を実施。 

    （Ｈ２６．１２．１ 医療ソーシャルワーカー１名 採用）  

  

 介護支援専門員の資格を有する看護師等についてH28.2月採用 
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３ 効率的な医療提供のための多職種連携（２） 
・主な事業・活動実施内容 
 ①・訪問支援→医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携し、地域包  

   括支援センターやケアマネジャー、介護サービス事業者等に対 

     して、医療的な助言や支援を行う。 

  ・地域の医療機関に出向き、退院してくる患者の退院調整や外来 

     通院患者の症状増悪時等の連携体制の構築を行う。 

 ②・地域の医療、福祉資源の量、質に関する最適化に向けての活動 

   ①の訪問支援を通じ、市内における医療提供体制の現状を掌握 

   し、不足する資源に関しては、連携会議で検討する等、代替え 

     資源等の検討、開拓を行う。 

      個別支援を通し「個」から「市内の医療と介護の課題へ」 
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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を推進していく中で、市民を対象として地域包 

括ケアシステムの意義や、在宅療養の在り方について考える機会を 

設けることが必要 

・ 広報紙（号外）新聞折り込みによる全戸配布（１回発行） 

 

・ 講演会の開催（１回開催） 

 

こうした取り組みを通じ、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。  

6 



５ 在宅医療に従事する人材育成（教育・研修） 

・ 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す 
  る。 
 
 内容 
 ① 24時間対応の在宅医療体制の構築の必要性等 
  の理解を図り、また、連携の必要性、今後の介護と 
  在宅医療の在り方等の共通理解を目的とした研修会 
  （1回開催） 
 
 ② 多職種の仕事内容等の理解を深める目的の、事例検討を含む研修会 
   （１回開催） 
 
  また、地域ケア会議や担当者会議等の参加により、多職種連携の必    
  要な利用者の制度活用や医療面での調整等の助言、指導を行う。 
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６ 認知症対応   

 流山市独自の事業内容として、認知症への効果的な対応としては、認知症発症の
早期の時点で、医療と介護が連携した働きかけ、サービス提供を行うことが必要で
あることから、医療と介護の連携推進事業の中で認知症への早期対応システムにつ
いても検討・実施課題として対応していく。 
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７ 障がい者（精神疾患も含む）への医療と介護の連携支援体制 

・受診が困難・・・特に精神科疾患の方の初めての受療・・・ 
・疾患に応じての服薬などによるコントロールの重要性 
・生活のしずらさ・コミュニケーションの困難さ 
・地域住民の理解について課題が大きい（特に精神疾患） 

医療と介護の連携が必要なことにおいては課題は同様である。よって、在宅医療連
携拠点事業の中で一体で検討していくことが早期の支援体制の構築につながると考
える。 一人の人が併せ持つ 

世帯の中に併せ持つ・・・ 





流山市在宅医療連携拠点事業における会議について 

事業の推進力である２つの会議 
①～顔の見える関係会議～ 

 →「流山市介護と医療をつむぐ会」 
 ・介護と医療に関するあらゆる職種が集い、ざっくば 

  らんに言葉を交わし、介護と医療の連携の課題など   

  を考えつむいでいく会。 

 ・すべての職種が主役の会。 

 ・来るたびに、いろんな人と会話できて、 

  「来た時よりちょっと元気になれる」会。 
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～顔の見える関係会議～ 

    「流山市介護と医療をつむぐ会」 
 ・参加者： 

     医師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員、 

     ホームヘルパー、ソーシャルワーカー、市議会議員、民生委員 等 

• 平成２６年度準備会を含め５回開催 

  ・第１回準備会（平成２６年６月９日） 出席者：３８名 

  ・第２回準備会（平成２６年８月１１日）出席者：５８名 

  ・第３回（平成２６年１０月１５日）  出席者：１２３名 

  ・第４回（平成２６年１２月８日）   出席者：１１８名 

  ・第５回（平成２７年２月１６日）研修会 出席者：１３７名  

・平成２７年度 第１回（H27.5.11） 出席者：７８名 

          第２回（H27.6.22) 出席者：約１００名 

          第３回（H27.8.26） 出席者：約９７名 

          第４回（H27.11.10）出席者：８７名 

          第５回（H28.1.20)出席者：９５名（医師会との合同研修） 

・グループワーク等を中心に、関係者が言葉を交わし、顔の見える関係の構築、その広がり  

 を主に目的として実施してきました。 
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現在の流山市の医療と介護における課題・・・ 
介護と医療をつむぐ会グループワーク等から・・・ 
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本人が自宅で最後まで暮らしたいと
いっても、独居や老老介護、家族が
遠方だと、なかなか今のシステムで
は希望をかなえてあげられない 

認知症の家族の理解や地域での
理解がまだまだ・・・独居だと特に
火の始末などで近隣の理解が得
いにくい。おでかけ（徘徊）がある
となおのこと・・・地域で支える仕
組みが必要。発症早期の受診が
必要とわかっているけど、実際は、
それがとても難しい 

今後、在宅での看取りを増やしていくと
いうけれど、一人の人を看取るのがど
れだけ大変か・・・２４時間の医療と介護
の連携が絵に描いた餅じゃなくて「ちゃ
んとつかえる仕組み」にならないととて
も不可能 

在宅療養患者の退院時のサービ
ス調整も大変だけれど、状態が悪
くなった時の入院の調整もとても
大変・・・スムーズな連携のしくみ
がほしい 

医療の職種への気おくれなどがあ
ると、在宅療養者の医療面のアセ
スメントが希薄になる面があるの
では・・・医療面も含めた総合的な
サービスが提供できてる？ 

関わる職種がもっとタイムリーに
労力少なく連携しあえないと在宅
療養者を支えられない・・・ 

日中は互いにケアに出ていて不
在で電話などではなかなか連絡

がとれない・・・ 

医療の職種への心理的なハー
ドルが高いと感じる 

「お忙しい医師に連絡しにく
い・・・」医療の用語が難しい 



流山市在宅医療連携拠点事業における会議について 
事業の推進力である２つの会議 
②流山市在宅医療介護連携会議（委員１９名） 
・「介護と医療をつむぐ会」等であがってくる、流山市の介護と医療の連携上の課題などについて、 

 具体的に検討し、解決策を考えていく場。 

 委員構成：流山市医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護支援専門員 

        連絡会、市内３病院の医療ソーシャルワーカー、看護師、 

        理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、訪問介護員、 

        定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業者、 

        地域包括支援センターから委員を推薦いただき、委嘱。 

・第１回 連携会議（平成２６年１２月８日） 

・第２回 連携会議（平成２７年１月１９日） 

・第３回 連携会議（平成２７年３月２日）  

      委員の委嘱及び、流山市における医療と介護の連携上の課題について 

      検討を始めた。（医師会へのアンケート案作成、市民向け広報紙タイトル及び内容案等） 

H27.10.16「医師会へのアンケート発送」   １１月４日回収（回収３２/６６医療機関） 

 
 

13 

平成２７年度開催 
①４．２０②７．７③１０．２９ 
④１２．１４⑤２．２２予定 



流山市在宅医療介護連携会議委員（要綱抜粋） 

• 第３条 連携会議は、委員１９名以内をもって組織する。 

 ２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める人数を市 

 長が委嘱する。 

 （１）医師会を代表する者 ３名以内 

 （２）歯科医師会を代表する者 １名以内 

 （３）薬剤師会を代表する者 １名以内 

 （４）介護支援専門員 １名以内 

 （５）地域包括支援センターの職員 ４名 

 （６）市内の病院に所属するソーシャルワーカー ３名以内 

 （７）看護師 １名以内 

 （８）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 ３名以内 

 （９）訪問介護員 １名以内 

 （１０）定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業者 １名以内 

 

それぞれの職種を代表するご意見を幅
広くご発言、ご提案いただき、活発な意
見交換の中から流山市の実情に即した
解決策、しくみづくりを共に構築してい
きます。 
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①②の会議の関係は 
     介護と医療をつむぐ会                         流山市在宅医療介護連携会議 
 

                                                  

                                                         報告 
 

 

 

                                                  （（    課題の吸い上げ 

 

 
                               

                               

 

                 

                              な 

流山市オリジナルのゆるやか 
で、でも、市の実情に即した 
実用性の高いルール・しくみ 

平成２７年度は
それぞれ５回ず
つ開催予定 

15 



  流山市訪問看護ステーション連絡会 
流山市内の訪問看護ステーション（７ステーション）が集い、訪問看護師の立場から在宅 

医療と介護の連携上の課題等を検討するため、 また、実際の訪問看護の現場における 

課題の解決や情報交換のためモデル事業を契機に立ち上げ、現在まで８回会議を開催、 

訪問看護における課題の検討や情報交換等を行った。            

 平成２６年度 第１回 平成２６年５月３０日 

          第２回 平成２６年１２月２７日 （連携会議委員選出） 

          第３回 平成２７年１月１５日 

          第４回 平成２７年２月１２日  

          第５回 平成２７年３月１２日    

 平成２７年度 第１回 平成２７年１１月１９日 

          第２回 平成２７年１１月２６日 

          第３回 平成２８年１月１４日 
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スローガン：一人でも多くの流山市民に訪問看護を知っ   
        てもらい、必要な人に利用してもらおう！    
     安心して話せる場、情報交換できる場 
これからの取り組み： 
  流山市内の訪問看護ステーション共通のチラシを作 
  ろう！人の集まるところで配付しよう！ 
  市のホームページに掲載しよう！復職フェアなどの 
  人材確保の方法を考えよう！ 



平成２６年度流山市在宅医療連携拠点事業 
             実施事業 
 

 

 

 

 

ID・パスワード登録者数 ７２名 

ID・パスワード登録事業者数 １９事業者 

現在連携している在宅療養者 ４名 
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★H27.3.1～  

   インターネットを利用した「情報連携システム」 

   導入開始         



 
平成２７年度流山市在宅医療連携拠点事業 
      ～２年目に目指すもの～平成２７年度実施内容（１） 
 

 

平成２６年度につむぎ、動き始めた介護と医療の連携事業「見える・わかる・使える」しくみに 

するために・・・「在宅医療連携拠点事業の本格稼働」 
         

             ・介護支援専門員の資格を有する看護師等   ２名を中心に 
     ・医療ソーシャルワーカー                                                              

 
①訪問支援（入院、退院調整等） 
②地域包括支援センターをはじめとする多職種との連携調整 
③ 地域ケア会議等への参加及び個別支援を通じ、介護と医療の連携に おける課題の抽出 
④２４時間対応の在宅医療提供体制の構築へ向けての準備 
  （課題抽出、代替え資源の検討等） 
⑤地域の医療、福祉資源の量、質に関する最適化にむけての活動 
 ⇒近隣市町村及び２次医療圏に及ぶ課題については、松戸健康福祉センター及び県との   
   連携 を図る。 18 



平成２７年度実施内容（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のツールの運用と積極的活用の促進 

 （「介護と医療をつむぐ会」での説明会や個別対応によるＩＤ登  

  録をはじめとする支援） 

 

・流山市公式ホームページ上に「介護と医療の総合サイト」の設  

 置及び情報発信を積極的に行う。 
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介護と医療の
総合サイト 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/


市民への地域包括ケアシステムの情報発信 
～見えるように、わかるように！～ 

・市民向け広報紙発行（１回予定） 

・講演会の開催（１回予定） 

・流山市からの（仮）「介護や福祉に関する情報メールサイト」の  

 設置の検討。 

 

21 

①２４時間対応の在宅医療体制の構築の必要性等の理解
を図 り、それぞれの専門職種における取組の方向性を考
えるきっかけづくり及び情報とするための研修。 

②事例検討を含む多職種の仕事内容の理解を深めるため
の研修会 



流山市の６本目の柱 
認知症対応についての取り組み 

 

１ 認知症初期集中支援チームの設置の検討 

  （認知症サポート医を含めた体制の具体的方策について） 

 

２ 認知症地域支援推進員との情報の共有とさらなる効果的活 

  動に向けた研究 
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平成２７年第２回「在宅医療介護
連携会議」から議論スタート 



流山市在宅医療連携拠点事業 
    ～第６期中の各年度の目標と今後～ 

    ★1年目（平成２６年度） 
      目標！「 介護と医療の連携の推進」 
    ★２年目（平成２７年度） 
      目標！！「連携推進の経過・成果の見える化」 
    ★３年目（平成２８年度） 
      目標！！！「諸課題解決の到達度の検証」 
 
   
 平成２９年度以降のサイクルへ 
   ２０２５年（平成３７年）までに、地域包括ケアシステムの中核を担う 
   「介護と医療が連携した２４時間３６５日在宅療養者を支える仕組み」 
   を構築すべく、事業を推進していく   
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課題 

①不足のデータの収集・
分析 

②訪問支援の活動の在
り方 

③在宅医療の担い手増
加への取り組み 
④認知症施策の構築 

⑤実践力、実効力のある
医療と介護の連携構築 
⑥その他・・・ 

 



流山市の医療と介護の連携において目指す姿（現場的効果） 
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んがあれ 

流山市オリジナルのゆるやかで、
でも、実用性の高いルール、し
くみづくり 

・援助する側が、いつでも必要な連携を垣根なくスムーズにとれる。 

 （経験の浅い新人さんでも、担当者が代わっても成り立つしくみ） 
・２４時間、利用者の急変時等にあわてずにすむしくみ 

・援助者側の多大な負担（精神的、肉体的、時間的）を極力下げられる 

 

利用者の状態
維持・向上 

利用者一人一
人の個性豊か
な自立と選択 

え 援助者のエンパワーメント 

すべての健
康施策に通
じるのでは 


