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綾川町における在宅医療連携拠点事業の取組み

発 表 者 大原 昌樹 （香川県：綾川町国民健康保険陶病院）

共同研究者 川上 和徳、是永 央子、三木 恭子、十枝 めぐみ

その中から抜粋です。

・ケアマネージャーより

ADLの変化などあったときには、適切なカン

ファレンスを設けてもらえると安心して在宅に

移行できる。

・患者家族より

「家に連れて帰りたい。」と言ったときに迅速に

対応してもらって感謝しています。

・患者家族より

オムツ交換や胃瘻の処置などあったが、入院

中に教えてもらい、安心して帰れた。
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医学的な妥当性からの取り組みはもちろん必要

ですが、在宅や施設での療養を実現するために

は、本人・家人は当然として、これに関わる人々

の想いの共有が適切で有用な対応を実現すると

思われます。そして、「カンファレンス」は、こ

の想いを共有するということに対して非常に有

効な手段と考えております。
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国は、「在宅医療・介護あんしん２０１２」を発

表し、在宅医療に力を入れており、その一環と
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して、平成２４年度、全国１０５カ所において「在宅

医療連携拠点事業」が行われました。香川県で

は、陶病院が指定され、主に綾川町において事

業展開しましたので、報告いたします。

本事業の要点は、多職種協働による在宅医療

の支援体制を構築する、医療と介護が連携した

地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提

供をめざす。そのために連携拠点に配置された

ケアマネジャーの資格を持つ看護師とMSWが

地域の医療・介護を横断的にサポートするとい

うものです。陶病院でも、専任看護師１名と病

院兼務のMSW１名が中心になって事業を行い

ました。
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国が示した事業は５つです。多職種連携の課

題に対する解決策の抽出、在宅医療従事者の負

担軽減の支援、効率的な医療提供のための多職

種連携、在宅医療に関する地域住民への普及啓

発、在宅医療に従事する人材育成です。これに

沿って事業内容を考えて実践していきました。
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まず、「多職種連携の課題に対する解決策の

抽出」ですが、多職種による運営委員会を設置

し、ここでの議論を元に今回の事業展開を図り

ました。特に、在宅勉強会の開催に力を入れ、

町内多職種多機関による勉強会を定例化しまし

た。
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綾川町は、人口２５，０００人、高齢化率約２９％の

町です。
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綾川町の医療、介護の公的サービス資源とし

てはこのようなものがあります。小さな町でも

かなりの事業所があり、これらが定期的に一堂

に会する機会はない状況でした。
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そこで、在宅勉強会を平成２４年６月から開始

しました。綾川町内の多職種多機関に呼びかけ

たところ、約５０名が集まりました。香川シーム

レスケア研究会が地域医療再生基金により行っ

ている在宅症例の ITによるネットワーク事業の

事例報告などを行いました。
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第２回からは、町内専門職による事業所紹介

を兼ねたミニレクチャーを開始しました。最初

は薬剤師から訪問薬剤指導についてわかりやす

い説明がありました。また、グループワークも

行い、在宅医療の課題抽出とそれに対する議論

を行いました。これ以降も３カ月に１回開催を

定例化しました。ミニレクチャーも訪問看護、

小規模多機能、認定看護師による褥瘡の話しと

続いており、往診クリニック医師による特別講

演も行われました。
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勉強会時はアンケートを行っています。他の

事業所の実情や情報交換ができて良かった、同

職種と話し合う機会がなかったので良かった、

他職種の方と交流ができ意見が聞け、顔の見え

る関係作りができてよかったなどの意見が聞か

れる一方、もっと医師の参加を望む声がありま

した。
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２番目は、「在宅医療従事者の負担軽減の支

援」ということですが、従来からの代診医の派

遣とともに、レスパイトケア入院を積極的に受

け入れました。また、地域連携のための「医療

介護地域連携パスの利用促進」や在宅パス IT化

事業の管理・運営を行いました。
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医療・介護地域連携パスについては、医療機

関と在宅・施設を結ぶツールとして香川シーム

レスケア研究会が中心に作成したものです。

これをシートだけではなく、制度を含めたマ

ニュアル、具体的な事例集、それらのファイル

が入った CDを作成し、県内関係機関に配布し

ています。

A�øùÒ4¼eÓÔ6�¡6
ÁÂÃ�½

	�À����
:�ÎÏ�½$OWÐÑÄÒO´cbBOn�]8^H]�ç���O
��@A��ç���OZªÍAÇÈ�À�OdefÁghiZªÍAO
ÍA$�bc&�O"#~A$�j)�

	ÓÃ�M45�
ÎÏÔÕ !��O��@A��ç����ÖÄÒOÍAÇÈ !�
�ÖOÍA ×äåæçlçl
��OØÄ�ç%s�ÔÕÙÚO

z{�Û�ç%s�ÔÕÙÚ

	¼eÍAßX(�E�
©ªe~6���F�u2�M��

UV6WßX7�u¡�Ü\ÝÞ�§

	��
L�Jßà��<645�
�VO�»6��
L�Jßà��M45

３番目の「効率的な医療提供のための多職種

連携」では、事業所訪問として、病院地域連携

室、社協、調剤薬局、通所リハ事業所、訪問看

護ステーション、居宅介護支援事業所、小規模

多機能、老健、特養などを直接訪問し、情報交

換しました。また、町内外の専門職や介護予防

サポーターの集まりなど各種会合に参加しまし

た。院内外の退院時カンファランスにも参加し、

在宅療養の理解を得る努力をしました。
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４つ目の「在宅医療に関する地域住民への普

及啓発」では、町民フォーラムを開催しました。

諏訪中央病院鎌田實先生の特別講演と町内医療

機関や介護保険事業所の代表５名によるシンポ

ジウムを行いました。参加者は３２０名と盛況でし

た。

また、在宅療養普及・啓蒙のため、介護予防

サポーター運営委員会、転倒予防教室、いきい

きサロンなどで講演を行いました。そして、在

宅療養に関するパンフレットを作成、全戸配布

しました。
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在宅療養パンフレットですが、家の不思議な

力、支え隊紹介、サービスの使い方、看取りな

どをわかりやすく示すとともに、相談窓口、町

内医療機関・薬局・介護事業所、施設一覧など

も掲載しています。
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最後に、人材育成ですが、東京での都道府県

リーダー研修会に参加するとともに、それを参

考に香川県で、地域リーダー研修会を開催しま

した。各市町、職能団体の協力を得て、参加者

１４４名で講義とグループワークを行いました。
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まとめです。在宅医療連携拠点事業により、

在宅医療普及のための様々な活動を行いまし

た。

地域連携のためには、定期的に集まり、顔を

合わせることが重要であり、在宅勉強会は効果

がありました。

医療と介護の連携には、お互いを知ることが

第一歩であり、各施設の紹介、運用状況の報告

などは参考になりました。それを通して職員の

顔・性格を覚えるなど成果がありました。

単年度事業であるため継続性が課題です。今

後もできる範囲での活動や話し合いを継続して

いきたいと考えております。なお、国が直接関

与した形での事業は昨年度で終わりましたが、

今後、各県の地域医療再生基金の中で検討され、

運用されることになっています。

以上です。ありがとうございました。
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