
香川シームレスケア研究会は、平成17年11月、情
報の共有化と連携、患者・家族が安心できる連携体
制の確立を目標に始めました。1～2ヵ月に1回開
催し、今までに46回継続して行われています。こ
の他、パス作成のため、グループ別に集まることも
あります。研究会は、医療、介護の情報提供、管理
病院からのデータ報告、転院等の事例報告などの全
体発表、グループ別の討議、そしてグループ討議内
容の発表などで約2時間行っています。

この研究会では、在宅グループが中心になって医療
機関間連携が中心の地域連携パスを在宅、施設にも
広げていこうという取組みをしています。医療機関
間、医療と介護の地域連携パスを含めて、「医療・
介護地域連携パス」と呼んでいます。

今回、当研究会のこのような活動が評価され、香川
県の地域医療再生基金から、「医療介護地域連携ク
リティカルパス整備事業」として委託を受けまし
た。目的は、地域における医療と介護の連携であり、
委託期間は、平成25年までの3年間となっていま
す。平成23年12月に綾川町からまず事業を開始し
ました。今年度は、三豊総合病院を中心とした三豊
市、観音寺市でも取組みが開始されており、今後も
県内に広げていく予定としています。

医療介護地域連携パス整備事業（在宅IT化事業）の
取組みの現状と課題 

  香川県・綾川町国民健康保険陶病院 
   大原昌樹 是永央子 三木恭子 川上和徳 
  綾川町国民健康保険綾上診療所 
   十枝めぐみ     
   

地域連携パス作成・運用 

課題への対応 

香川シームレスケア研究会 

大腿骨近位部骨折 

脳卒中 全体会 

在宅（歯科在宅） 嚥下・NST・PEG 

全体発表→グループ討議→発表・まとめ（約２時間） 

平成17年11月開始  
2ヵ月に1回 計46回開催 

在宅主治医 

  これらの全てのシートを合わせたものが 
     「医療・介護地域連携パス」 
医療と介護の連携・顔の見える関係のためのツール 

急性期 回復期 維持期 

病院間地域連携パス 

ケアマネ 施設 

在宅・施設 
医療介護連携パス 介護医療連携パス 

地域連携診療計画退院
時指導（Ⅱ）報告書 

在宅モニタリング用紙 

医療介護地域連携 
クリティカルパス整備事業 

 香川県地域医療再生基金 

 実施主体：香川シームレスケア研究会 

 委託期間：平成25年度まで 

 整備地域：平成23年度～綾川町  

        平成24年度～ 

                        観音寺市、三豊市など 

  ★目的：医療と介護の連携を図る 
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在宅では、一人の患者につき多くの専門職が関わっ
ています。地域全体で継続的にシステムを共有して
いくためには、導入・維持費用が安く、誰にでも使
えて、さらにセキュリティが高いことが要求されま
す。 そ こ で、 当 研 究 会 で は、Microsoft Share 
Point2010という市販ソフトを使ったシステムを採
用しました。定価18,000円と低額で、インターネッ
トにつながっていれば維持費用は不要です。その
ワークシート内であればセキュリティは高く、一般
的なソフトのファイルを相互に見ることが可能です。
我々の基本情報シート、連絡シートは Excel を用
いています。このシステムを採用することによって、
3年後に補助金事業が終了した後も継続して運用し
ていくことを想定しております。
1人の患者ごとに1つのワークスペースを作成して、
関係する事業所を登録すると、関係者のみが閲覧・
入力できるようになります。

ワークスペースには、患者情報をまとめた基本情報
シートと連絡シート、カレンダー式の予定表、掲示
板の機能を持つディスカッションという3つのコン

テンツがあります。また、メール機能もあり、事業
所間で直接メールを交換することもできます。

ファイル内にある基本情報シートは、香川シームレ
スケア研究会で作成・運用している「介護・医療
連携シート」に若干の修正を加えたものです。患
者さんの ADL や介護保険情報、家族環境などを介
護支援専門員が入力、医療情報は医師、薬局が関
わっている場合は、薬剤師が薬剤情報を記載します。

連絡シートには、各事業所が関わった日に入力しま
す。従来より在宅で使用している「連絡ノート」を、
事業所のパソコンでいつでも見ることや書き込める
イメージです。サービス利用時の患者のバイタルや
利用中の様子、他の事業所への申し送りなどを入力
します。主治医は診察の内容や注意事項などを入力
します。

・安価、使いやすい、補助金がなくなっても継続可能 

→市販ソフト、ｾｷｭﾘﾃｨが高い、地域医療再生基金活用 

→ワークスペース内の情報は、そのワークスペースに 

  招待され参加したメンバーのみが閲覧・更新可能 
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調剤薬局 

 在宅IT化の取組み 
     ～Microsoft Share Pointを用いて～ 

 ワークスペース（患者ごと） 

①ファイル 
 基本情報シート 
 連絡シート 
②予定表 
 
③ディスカッション 
 
④メール機能 
 

①基本情報シート（介護・医療連携シートに活用可能）  

①連絡シート（訪問ごとに入力） 
在宅の連絡ﾉｰﾄを 

いつでも見て書き込めるｲﾒｰｼﾞ 
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予定表はカレンダー形式になっており、患者さんの
1ヶ月のサービス利用予定がわかるようになってい
ます。

ディスカッションでは、参加事業所間で質疑応答を
したり、サービス担当者会の日程調整を行うことが
できます。

綾川町では、平成24年1月と3月に町内の事業所や
関係団体向けの説明会を開催し、参加事業所を募り
ました。3月末までには参加申込いただいた全ての
事業所にパソコンとソフトを導入し、4月から本格

的に運用を開始しました。同意を頂いた患者さんか
ら順次登録を開始しています。運用開始2ヵ月後に
1回目の報告会を開催、9月には2回目の報告会を
開催しました。

現在、全部で37ある事業所の中で実際に運用して
いる事業所は23、登録患者数は23名です。その他
に患者1名と事業所2ヶ所が近々登録予定となって
います。参加事業所は医療機関、居宅介護支援事業
所、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、通所
介護、調剤薬局、特養、老健などです。

実際に活用している介護支援専門員からは次のよう
な感想をいただきました。利用者の毎日の様子がす
ぐにわかり助かる。予定表で主治医の訪問診療の時
間がわかり、その時間に合わせて患者宅を訪問する
ことで主治医と直接話しをすることができた。主治
医が連絡シートを見て臨時に往診し、すぐに薬剤を
処方し、その後の状況を毎日ヘルパーが連絡シート
に入力することによって薬剤の調整をすることがで
きた。ディスカッションでスムーズに担当者会の日
程調整を行うことができた。参加メンバーとメール

予定表 
介護ｻｰﾋﾞｽや訪問診療日などを入力 

ディスカッション（掲示板） 
 サービス担当者会や質疑応答 

などに利用 

綾川町での取り組み① 

 平成24年1月と3月に事業所向け
説明会を開催。 

 3月末までにﾊﾟｿｺﾝとｿﾌﾄを全参加
事業所に導入 

 4月から本格運用開始。 

 6月に第1回報告会開催。 

 9月に第2回報告会を在宅勉強会 

  と兼ねて開催 

 年4回報告会開催予定 

 在宅医療連携拠点事業連絡会と兼
ねて開催予定 

 

綾川町での取り組み② 

 綾川町内21施設37事業所に端末を導入。 

 医療機関、居宅介護支援事業所、訪問看護ス
テーション、訪問介護事業所、通所介護、保
険調剤薬局、特養、老健など。 

 平成24年9月末現在で登録患者は23例。 

 訪問診療患者が主だが、外来も含まれている。 

ケアマネジャーからの感想 

 特に認知症のある方、独居の方について、毎日の様
子がよく分かり助かる。 

 予定表で主治医の訪問診療日時が分かり、その時間
に合わせて訪問することで、主治医と直接話をする
ことができた。 

 ディスカッションの機能を使い、担当者会の日程調
整をスムーズに行うことができた。 

 参加メンバーと直接ﾒｰﾙ交換ができて便利である。 
 既存の紙ベースの記録もあり、二度手間である。 

 

｜1160｜



交換できて便利である、などです。
全体として、医師との連携において、このシステム
の果たす役割は大きいという印象です。ただ、課題
としては、事業所毎にカルテや記録用紙への記入・
入力もありますので、どうしても二度手間であるこ
とは否めません。忙しい医師の入力が一番の課題と
考えています。そのため、連絡シートに入力する内
容は簡単にしてもらい、変化があったときだけ詳し
く入力していただくよう周知しています。医師が入
力してくれる患者では、このシステムのメリットを
感じた介護支援専門員から、新規の患者の登録を希
望する声が増えています。

このシステムを活用することによって、患者ごとの
情報を、個別に、かつタイムリーに共有することが
できます。また、これまで町内の事業所が一同に集
まる機会がなかったため、報告会を開催することは、
事業所間の顔の見える関係作りに有効であるといえ
ます。報告会は在宅の勉強会も兼ねており、参加メ
ンバーが顔を合わせてディスカッションする良い機
会になっています。
県内他地区でも始まるため、問題点を共有しながら、
より良いシステムの構築を目指し、医療と介護の連
携強化に寄与したいと考えています。
ありがとうございました。

まとめ 

 患者の情報が個別に且つタイムリーに共有で
きる。 

 
 これまで町内の事業所が一同に集まる機会が

なかったため、報告会を開催することは、事
業所間の顔の見える関係作りに有効である。 

【1．研究背景】　急速な少子高齢化の進展と病院在
院日数短縮を背景に医療依存度が高い患者の在宅療
養が増加しています。しかし、2時間稼働の訪問看
護等のサービス事業所は少なく、吸引や経管栄養が
必要な利用者が利用できる施設は限られています。
医療依存度が高い患者・家族の負担は大きく、安心
できる療養環境は整っていません。さらに単身者の
増加や老々介護など介護力は年々低下している現状
があります。

【2．研究目的】

①訪問看護と介護が共同でケアに携わることで、介
護負担の軽減や介護職の安心につながる事例を

対象に効果を検証します。
②訪問看護と介護の役割を明確化します。

【3．事例紹介】全部で4事例です。
事例1は、80歳代の女性で、要介護1、独居です。
朝・夕にインシュリン注射が必要ですが、夕のイン
シュリン注射施行者が不在でした。また、偏食が激
しく、気にいらないと食べないことがあり低血糖の
懸念がありました。心機能低下もあり急変が予測さ
れました。
事業では、訪問看護師が夕のインシュリンを施行し
て、その後時差で訪問した介護士が食事を促し食べ
るのを確認しました。この事例では、日中に制限食
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訪問看護・介護一体化推進事業報告
～訪問看護・ヘルパー共同で介護力不足のターミナル期支援～

発　表　者 山脇　みつ子 滋賀県　公立甲賀病院　訪問看護ステーション

今後の課題 

 登録患者の利用している事業所に偏りがあり、
運用が開始されていない事業所もある。これ
らの事業所へさらにアプローチしていきたい 

 
 今後も定期的に報告会を開催することにより、

多職種の顔の見える関係作りを進め、医療と
介護の連携を図り、地域住民が安心して暮ら
せる体制を構築していきたい。 
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