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『より良い在宅支援をめざして』
診療所からのバースデープレゼント＆診療所から発信する情報共有の和

発 表 者 谷口 智賀子 （滋賀県：米原市国民健康保険近江診療所）

共同研究者 西脇 健太郎、中村 泰之、島崎 亮司、児玉 渉、新川 雄一、西川 晃世、
中嶋 明美、田口 理恵、小八木 康代
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【目的】

米原市から指定管理を受けて公設民営化後３

年が経過し、地域に密着した診療所として患者

との距離を更に縮めたいと考えました。

また、居宅サービス事業所（ケアマネージ

ャー）や、サービス担当者、家族との連携を密

に図り、より良い在宅支援のための情報共有が

できるように検討しました。
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【方法１】

事務長のアイデアで在宅療養患者の誕生日に

診療所からの誕生日プレゼントを贈り、主治医
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との記念撮影を行い、A４サイズにプリントし

て届けました。プレゼントは、ガーゼのマフラー

やガーゼの手ぬぐい、LEDライトなどを贈りま

した。
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【方法２】

往診時に２枚複写 A５サイズの「訪問のお知

らせ」に、バイタルサイン、所見、指示、連絡

事項などを記入し、１枚は患者の在宅サービス

共有のファイルに綴って連絡、連携に活用しま

した。もう１枚の用紙は、往診後に診療所から

ケアマネージャーに FAXし、情報提供を行いま

した。

「訪問のお知らせ」は誰が読んでもわかりやす

い様に、専門用語を避けて大きな文字で読みや

すく書いています。また、患者が読んでも不快

にならないように配慮しています。指示や薬、

処置方法の変更は目立つ様にラインを入れて強

調しています。医師の携帯番号、次回の訪問日

なども入れています。

�®é�

EW}12}å�ôÓ�ä����få�gZ
�k�¡^�

�få�g-�

1. �:��t��Fe�`b�^�[

2. �:��t��F?@`^�[

3. Õ�dÏ��ÎUfg�Dbc}zØ�k
�q��#ub

4. 3U|���{��Dbc}zØ�k�
q��ö*ub

３年間の取り組みの振り返りとして、患者、

家族、ケアマネージャーにアンケート調査を行

い考察しました。
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アンケート－１ 「訪問のお知らせ」は読んでい

ますか？

患者・家族 はい：１００％

ケアマネージャー はい：１００％
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アンケート－２ 「訪問のお知らせ」は必要です

か？

患者・家族 はい：１００％

ケアマネージャー はい：１００％
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アンケート－３ バースデープレゼントについ

ての感想をお聞かせ下さい

患者・家族 とてもうれしかった：７９％

どちらでもない：２１％
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アンケート－４ 医師との記念撮影について感

想をお聞かせ下さい

患者・家族 とてもうれしかった：７９％

どちらでもない：２１％
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アンケートの結果からほとんどの患者、家族

にプレゼントや記念写真は喜ばれていました

が、２１％の方はどちらでもなく、プレゼントは

不要であるという回答を得たため、口頭で理由

を尋ねたところ、「寝たきりだからもらってもし

かたがない」、「記念写真も元気ならいいが、鼻

から管が入っているから、写したくなかった」

との声が聞かれました。
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【結果】

ケアマネージャーから、「訪問のお知らせ」

は、往診日に FAXで届き、状態の変化、薬、処

置などの指示の変更が把握できるため、すぐに

サービスに反映できるなどの評価を得ました。

一方、「訪問のお知らせ」でケアマネージャー

との連携が図れていると思っていましたが、ア

ンケートの結果から一方的な情報提供になって

いたと分かり、スタッフで検討の結果、返信欄

を付けて FAXするように改善しました。その
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「ずっと家で暮らしたい」思いを支えるには
～入退院を繰り返し訪問開始後１年以上在宅療養生活継続者への
聞き取り調査から～

発 表 者 内田 百合子 （島根県：奥出雲町健康福祉課（奥出雲訪問看護ステーションにた））

共同研究者 高橋 晴美、萩原（小林）陽子、佐藤 兆

後、ケアマネージャーから「連携が密に図れる

ようになった」と評価され、情報共有ができる

ようになりました。診療所もケアマネージャー

からの情報連絡が迅速に得られる様になりまし

た。
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【考察】

誕生日プレゼントと記念撮影も好評でした

が、一部の患者、家族にとっては押しつけとなっ

てしまい、反省しました。

自己満足にならないように、意思の確認が必

要です。
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【まとめ】

今後も近江診療所は患者、家族に安心して在

宅で療養できる環境を提供していきたいと考え

ます。

診療所から発信する情報共有の和を大切に

し、より良い在宅支援を目指していきたいと思

います。

以上で発表を終わらせていただきます。御清

聴ありがとうございました。

【はじめに】

厚生労働省は平成２４年度在宅医療連携拠点事

業で在宅医療推進について、在宅医療に関する

国民のニーズとして、療養に関する希望では、

要介護状態になっても自宅や子供・親族の家で

介護を希望する人が４割を超え、また終末期の

療養場所に関する希望として６０％以上の国民が

「自宅で療養したい」との回答を踏まえ、施設中

心の医療・介護から、可能な限り、住み慣れた

生活の場において必要な医療・介護サービスが

受けられ、安心して自分らしい生活を実現でき

る社会を目指す（１）と唱っている。

訪問看護は、在宅医療を推進する一つの方法

として、在宅療養を行っている難病患者、重度

障害者、末期がん患者などの QOLを確保し、

患者の病状に応じた適切な看護を提供し、家庭

において、より安定した療養生活が送れるよう

支援することを目的として（２）、主治医の指示や

連携のもとに看護師などが居宅を訪問して行う

看護である。患者の心身の状態に応じて健康状

態の観察、疾病の予防悪化防止の支援や清潔、

排泄、栄養、食事摂取等の日常生活の看護、医

療的処置や管理、ターミナルケア、介護者の支

援、各種相談等のケアを行っている。
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