
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 

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、2年間在宅医療連携拠点事業を実施した。 

地域福祉支援課について：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。 

【市川市の特徴と連携状況】 

１． 高齢者に関わるフィールドと地域福祉に関わるフィールドとを持っていることから、民生委員・自治

会・地区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周知しやすい。  

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連携できている。 

３． 市川市介護支援員協議会の発足に当課の職員（保健師）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． 医療関係者である市川市医師会や歯科医師会と、既に研修会・会議等で顔の見える関係になっていた。 

５． 今年度、薬剤師会に連絡し、研修会等に参加してもらい、地域の薬剤師利用に関する理解が進み、連

携の一歩となった。 

６． 病院看護師・訪問看護師・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いる。 

７．平成 13 年度より、事例検討を行う地域ケア会議（現在の市川市ケアマネ研修会）が市内 3ヵ所の基幹

型在宅介護支援センターを中心に介護支援専門員に参加してもらい、3ヵ所で年間11回実施していた。

現在も、市川市ケアマネ研修会の中で地域の医師や民生委員、自治会の方と事例検討等を行っている。

市川市ケアマネ研修会を土台に他の職種や地域との連携を図ることができ、また、同職種の連携の重

要性を感じ、ＭＳＷ等地域連携担当者会議やグループホーム等の横（同じ職種）の会議を行うに到っ

た。 

【同じ職種の会議から多職種連携の会議へ】 

１．市川市ケアマネ研修会として 4つの地域包括支援センター毎に継続的に実施している。内容によって

は、講師として市川市医師会の医師にお願いし、年 1回地域交流として民生委員等に参加してもらって



いる。 

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につながっている。出席者から、定期的な開催を希望する声や世話役を決める

など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）これを踏まえ、多

職種連携に参加していただくと、全体の連携がより進むと考える。 

３．本事業を実施することで、介護支援専門員と市川市医師会、薬剤師会、歯科医師会、市内病院のＭＳ

Ｗ等地域連携担当者の関係がより緊密になり、「地域で医療、介護との連携が必要である。」「違う職種

を交えた会議や研修を行ってほしい。」という連携の意識は高まっている。 

４．介護職員を対象に医療研修を開催することにより、医療知識を知る機会となる。又、講師となる医師

会の医師が介護職に接し、職種について相互理解につながっている。 

５．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、「顔のみえる

関係」となり、終了後には、懇親会が開催され、出席者からは、定期的に開催してほしいとの希望があ

った。 

【ＩＴ利用について】： 

１．市川市医師会を中心としたでの IT 利用を勧めている。それは、医師から、利用者に使用目的を説明し

ていただくと導入がスムーズであることから、かかりつけ医師を中心としたシステム利用を行ってい 

 る。 

２．医師会の会員を対象とした研修(3 月 24 日実施・22 名参加）を開催し、医師会のメンバーにもシステ

ムの説明ができた。 

３．医師会の医師からは、「カルテ以外にパソコンを見るのは負担である。」「診療報酬につながらないのか。」

との意見もあった。 

４．システム利用料は、市が月に定額料金を支払い、利用するスタッフには、パソコンの使用できる環境

があれば、すぐに利用でき、費用負担はない。 

５．有効性であることが、医師会の医師に認識されれば、全市的に利用することができる。しかし、現状

では、医師の中には、負担であるという認識があることから、医師会と相談しながら、慎重に検討して

いく予定である。 

【市民向け講演会の開催について】： 

１．市民が、日頃から、健康状態を把握して、相談できるかかりつけ医師を持つことで、在宅での医療が

可能であること、本人や家族が病気であっても、高齢になっても、安心して過ごせる街づくりができる

よう、身近な地域の公民館等を会場に、近くで開業している医師が講師になる講演会を開催した。 

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」と今後、理解を進めたい

「終末期医療（がん）」の講演会を開催した。認知症の講演会や認知症サポーター養成講座は、より長く

在宅で生活できるよう周囲の理解を得ることや地域で支えあうことを考えていただけるよう実施してい

る。 

 



【今後の課題】 

１．医師との連携を図り、今後の在宅医療や認知症対応についてシステムを考える。 

２．歯科医師・薬剤師との連携を進める。 

３．訪問リハビリや訪問看護師を対象とした研修会・会議を開催し、介護支援専門員・ＭＳＷ等と連携の

場を設ける。 

４．多職種連携をさらに加速化するために、全体会の開催数を増やす。 

５．保健所や保健センターを含め、医療・介護の関係機関に本事業についての説明を行い、理解・協力を

得られるように働きかける。 

６．市民に、より在宅医療に関する周知を行うよう工夫が必要である。  

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 3回（11 月以降 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 

 

①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説明後に意見交換をした。 

開業医側の困難さや施設不足及び市の体制等課題

提起があり、今後検討を重ねる。 

②3月に医師会の医師を対象に、情報共有システムに

ついて市から説明し、利用している医師より事例を

通して発表していただいた。すでに 10 名の医師が

利用しているが、これを機会に希望の医師を募り、

全市的に広げていく。 

医師側のメリットが少ないと利用は難しいようだ。 

 

【ＭＳＷ等地域連携会議】 

・会議開催 3回(11 月以降 1 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 

・病院説明（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。 

業務上、電話でお互い連絡を取ることが多く、顔を

見て会議を行うことで連携が更にスムーズになっ

てきたとの意見が多かった。 



【グループホーム地域連携会議】 

・会議開催 5回（11 月以降 2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 

・認知症高齢者を生活支援している現場での問題点、

課題を抽出、検討を行い、その後日常業務に活用し、

介護技術・知識の向上を図るために行った。 

・各施設から話し合いたい内容を出してもらう方法で 

一例として「施設入所により状態が改善したケース

の検討」では、本人が規則正しい生活リズムを送る

ことで状態が安定したり、ホーム内で役割を持つこ

とが、本人のやりがいにつながったことなど各施設

の対応を学んだ。 

 

【小規模多機能型居宅介護施設】 

・会議開催 5回(11 月以降 2 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 

・地域密着サービスは、地域と施設を行き来すること

から、地域包括支援センターとの連携が必須である

こと、介護職の転職率が高く、質の向上が図りにく

いことから、会議や研修会を開催することにより、

効果が期待できると考え行った。 

・市民や地域の専門職に認知症の方が利用できる施設

としてもっと知ってもらうため、周知のためにチラ

シを作ろうと声が上がり資料作成した。（別添） 

・会議の内容で地域交流の観点から話が進み、次年度

は地域で行う介護教室や介護者交流会等で、開催協

力をしてもらえることになった。 

 

【保健センター】 

・会議開催 1 回（11 月以降開催） 

・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、市川市医師会地域医療支援センタ

ーに、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、在宅医療に関する相談を業務委託



しているため、双方の課での調整が必要である。 

・25 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た。 

 

【居宅介護支援事業者】 

①年間 5 回×４ヵ所（地域包括支援センター毎） 

②市内合同研修 1 回 

③主任ケアマネ研修会 2 回(①～③合計 23 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、医師も参加） 

・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。介護支援専門員の後方支援と

質の向上を目的として開催し、関係機関の参加もあ

る。 

また、管理職・中堅職である主任ケアマネを対象

に、事業所内での介護支援専門員の質の向上に関与

し、スーパーバイザーとしての役割を担ってもらう

ための研修も行っている。今年度は、保健所から、

精神保健の業務説明と地域密着サービス担当より

事業説明をしてもらい、今後、必要時連絡がとれる

ような内容となった。 

（他は、「５ 在宅医療に従事する人材育成」に記載） 

 

【全体会】研修会 1 回（11 月以降開催） 

・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 

・市川市医師会、市川市介護支援員協議会、市川市の

合同研修会である。地域で活動する職種（医師、歯

科医師、薬剤師、訪問看護、介護支援専門員、ＭＳ

Ｗ）をシンポジストとしてそれぞれの立場から考え

る地域連携について発表し、その後、グループワー

クを実施した。終了後、懇親会を開催し交流を図っ

た。 



・グループワークについて 

12 のグループに分け、あらかじめ決めておいた各

職種の方にファシリテーターをお願いし、「市川市

の在宅医療系サービスのいいところ」や「こんなサ

ービスがあるといい」という話し合いを行った。 

意見の一例としては 

①「市川市の在宅医療系サービスのいいところ」 

 市川市医師会地域医療支援センターや口腔サポー

トセンターがあることで助かる。 

 医師会の先生と相談しやすい。 

 ケアマネと包括との連携はよい。 

②「こんなサービスがあるといい」 

精神か認知か悩むときに相談できるところがある

とよい。 

退院時に必要な介護や相談窓口の連絡先が書いて

ある冊子があるとよい。 

皮膚科や眼科等にも往診してほしい。   

  

市川市介護支援専門員協議会での終了アンケー

トでは、医療と介護の連携について、介護職は「主

治医との連携に困難を感じる。」に「しばしば感じ

る」「時々感じる」と答えた人は 9 割、「ケアプラ

ン作成する際、医療上の注意がよくわからない。」

に「しばしば感じる」「時々感じる」と答えた人は

5 割を占めており、今後も連携を進めていかなくて

はならない。 

医師が全体会に入りグループワークをすること

で、「医師の意見を聞けてよかった。」との参加者

の感想があり、医師側も介護職に関しての理解も得

られ、今後も医師が参加できるよう働きかけていく

必要がある。 

 

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 

【ＩＴ利用状況】利用者 23 名、医師 10 名、ケア

マネジャー 22 名、(重複ケースあり)薬剤師 3 名、

訪問看護師 6 名、訪問介護 9 名、訪問リハビリ 1

名、デイサービス 5 名、その他 6 名 



 

（２）チーム医療を提供するための

情報共有体制の構築 

 

情報共有するメリット 

①介護職は、医師からの情報を得やすくなること、連

絡する時間、タイミングを気にしなくていいこと、

医療知識が理解できるよう担ってきたとの意見が

ある。 

②「診察以外の生活状況がわかるので、診察時に情報

を取らなくていい。」「診察時間の短縮になる。」

「介護職の考え方がわかる。」との意見と「パソコ

ンを開けて入力する手間がある。」「診察以外の時

間で画面の確認、入力をすることになるので時間が

ない。」との意見がある。 

 診療報酬につながる工夫があると利用しやすいと

の提案があった。 

 

【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 23 ヵ所である。（平成 26 年 4 月現

在） 

在宅療養支援診療所内に複数医師がいる診療所

もあるが、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難しい。 

医師側の意見として、「自分の患者は自分が責任

を持ちたい。」という考えがある。協力体制をとっ

ているところについては、調査していない。在宅療

養支援診療所や後方支援病院の不足等は、課題では

あるが市のレベルでは解決できない。 

《市内の在宅医療実施医療機関にアンケート実施》 

  （99 医療機関が回答 保健センター実施） 

①在宅医療を積極的に行っている   15 名 

②往診依頼があれば行っている    50 名 

③かかりつけ患者のみ往診      37 名 

④医師からの依頼のみ実施       4 名 

※半数の医師が、往診依頼があれば行うという状況で

ある。 

在宅医療従事者の負担軽減については、更に課題を

明確にし、検討していくことが必要である。 



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 43 ケースであった。 

ケースの内容： 

①ひとり暮らしであり、経済的問題等抱えている。 

②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。 

③高齢者世帯で家族支援が弱い。 

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。病院担当者から引継ぎ、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。また、こ

のようなケースは、再入院をする場合もあるため連

携により支援しやすくなった。 

 

【職員の配置及び役割】 

①看護師 1名・・・相談、訪問、会議運営、ＩＴ説明、

講演会の企画補助、準備・運営。 

②社会福祉士 1 名（9 月まで）・・・相談、会議関係、 

ＩＴ説明等 

③事務員 1名・・・相談受理・会議に関する事務等 

報告書まとめ 

社会福祉士は、個人的理由で途中退職となった。 

その後、広報や社会福祉士会で、職員応募を行った

が、短期間のためもあり、希望者はなかった。その

ため地域福祉支援課職員がＩＴ説明等の役割を担

った。 

４ 在宅医療に関する地域住民へ

の普及啓発 

 

年間 10 回（11 月以降 5回実施） 

【市民へ在宅医療についての講演会】（県補助金対象）

地域で開業している医師による在宅医療に関する

講演会 3 地区で開催       合計 192 名 

効果： 

①かかりつけ医師を持つことの必要性や住み慣れ

た地域である自宅で医療を受けることができるこ

とを伝え、安心感につながった。 



②地域で診察している医師の考えを聞き、直接医師

へ質問することで医師との距離が近くなっている。 

③「在宅を選ぶことが可能」なことや「病院での医

療＝在宅医療ではない」ことを知ってもらった。 

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、在宅で医療を受けるために

は、地域包括支援センターや市川市医師会地域医療

支援センターに相談すればいいことを地域の方に

伝えた。 

今後の予定：地域（医師）を変え、平成 24 年度から

通算 4 ヶ所終了した。平成 26 年度に５ヶ所行い、

市内全てを終えることになる。 

 

【全市民対象】講演会 2回   （県補助金対象）） 

市全体で大きな会場を使用し実施した。 

①認知症専門医による「認知症を知ろう」 475 名 

②在宅ホスピス医による「自宅で自分らしくいのちを

全うする」               130 名 

 

①について 

終了アンケート結果より 

（参加者 475 人 アンケート回収 381 人） 

・認知症の理解と地域との関わりの大切さを学んで

いただけたことがわかった。 

・講演前のイメージとして 

  認知症の介護が大変と思う人 68% 

  病院にいても治らない  30% 

 であったが、 

・講演後には、イメージが変わった人 56％ 

 ということであった。 

・参加者から、薬の効果や対応の仕方により地域での

生活が可能であるという声があった。 

 

②について 

講師の臨床経験から、出会った患者の様子を伝

え、在宅で看取ることが選択のひとつであること、



「死の質」という観点からその人らしい最期を迎え

ることが可能であるという内容だった。 

終了アンケート結果より 

（参加者 130 人 アンケート回収 76 人） 

・どこで最期を迎えたいか→61%自宅 

・「希望するが、実現は厳しい」「希望しない」と答

えた理由について    

      →家族に負担をかけるから 39％  

家族がいない 16％  

・かかりつけ医がいる   57％ 

・聞いてよかった     76％ 

・参加者の声の一例： 

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。 

 

【その他の市民向け講演会】   （県補助金外） 

①「今日から実践！認知症に強い脳を作ろう」253 名 

認知症予防を中心に新年の企画として、市民向け

に実施した。日常生活を改善する契機になり、介護

予防につながる内容を講演していただいた。 

参加へのきっかけは、参加者自身の予防であった

が、終了アンケートでは「地域のサポートを考えた

い。」「地域の支えあいを知りたい。」と視野を広

めていただいた。 

②「認知症について～病気の理解と治療～」109 名 

市川市医師会の専門医による講演会 

市川市西部の委託地域包括支援センターで企画

し、3年前より同地区で実施している。病状だけで

はなく、医師から地域でも連携していくことの必要

性について講義をいただき、認知症の方が自宅で暮

らしていくための周囲の理解を得る内容であった。  

③「認知症への正しい理解～住み慣れた地域で暮らし

ていくために～」 60 名 

サポーター医による認知症講座     

サポート医として活躍されている医師による講

演会を依頼し、市川市北部の会場で行った。 



認知症の方の特性や終末期のこと、予防等の内容で  

地域を意識しての内容で好評であった。 

④市民から依頼のあった講演会 

「市川市の在宅医療の取り組や実状」  35 名 

「在宅医療と老後のあり方」      40 名 

・平成 24 年度の講演会から波及し、町会等から講演

依頼があった。市の現状や在宅医療の実際、かかり

つけ医を持つことの必要性を知らせた。 

・今後も、このようにかかりつけ医や在宅医療の内容

について知らせていく。講演会以外の方法を考え

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

からの要望による講演会 

テーマ：「認知症等精神疾患を持つ人への理解に向け

て」講師：市川市医師会の精神科医     51 名 

認知症高齢者の日常の行動を理解するために、専

門医であり、日常多くの患者を診察している医師か

らの講義であった。 

最近の薬物療法の実際や効果、帰宅願望の強い利

用者への対応等、日頃聞きたかった内容を教えてい

ただいた。講師は、昨年度同様の医師の要望があり

信頼した医師の講演会ということで夜間実施でも

参加者が多かった。 

②市川市ケアマネ研修会： 

ア）医療講座 

講師：市川市医師会医師  4 回開催  204 名 

（認知症 １回、緩和ケア 1 回、呼吸器疾患 １回、

精神疾患 1 回） 

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。 

イ）民生委員と意見交換 4 回   191 名 

ウ）災害時対応     4 回   173 名 

エ）権利擁護      4 回   169 名 

オ）認知症支援から考える地域包括ケア 

1 回   146 名 



カ）主任ケアマネ対象 

精神保健・地域密着型介護サービス 2 回 計 86 名 

 

【東京歯科大市川総合病院と共催によるセミナー】 

褥創予防を地域の介護職に広めたいという病院の

意向で院内の皮膚・排泄ケア認定看護師を中心に理学

療法士、管理栄養士が講師となり、市と研修会を共催

した。平成 24 年度より実施しており、ヘルパー、介

護支援専門員、施設介護職の研修会として開催して  

いる。 

昨年度は、褥創のケアに主眼をおいたが、今年度は、

「予防のポイント」をテーマに行い、グループワーク

を新たに行った。介護職と病院スタッフのやりとりが

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。 

 記入しきれない場合は別紙として添付してください。また、関連する資料がある場合には添付してください。 


