
活動報告 

平成２５年２月３日（日） 

～徳島市における在宅医療連携拠点事業所としての取り組み～ 



在宅医療連携拠点事業を行う者として 
必ずやらなければいけない5つの必須項目 

1. “多職種連携”の課題に対する解決策の抽出を行うこと 

2. 在宅医療従事者の負担軽減の支援を行うこと 

3. 効率的な医療提供のための多職種連携を行うこと 

4. 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと 

5. 在宅医療に従事する人材育成を行うこと 





第１回 とくしま在宅医療・介護連携会議プログラム 
       〜医療と介護のバリヤーについて語ろう〜 

  主催 厚生労働省委託 在宅医療連携拠点事業所  

     医療法人  徳島往診クリニック  

 

開催日：平成２４年８月２６日  

    於 ホテル グランドパレスホテル オークルーム 

参加者：82名 

  

１３：００〜１３：３０ 受 付 

１３：３０〜１３：５０ 在宅医療連携拠点事業の説明 

１３：５０〜１４：０５ ＢＳ法・KJ法の説明・練習 

１４：０５〜１５：０５ 同職種からなるグループでＢＳ 

            自己紹介（一人２分まで）の後、司会・発表者を 

            決めて下さい。 

１５：０５〜１５：１５ グループ内でのまとめ 

１５：１５〜１５：３０ 休 憩 

１５：３０〜１６：２０ 各グループ発表 

１６：２０〜１６：３０ 全体まとめ  

①在宅医療連携会議 





第2回 とくしま 
在宅医療・介護連携会議 

～医療と介護のバリヤーへのストラテジー～ 

主催：医療法人平成博愛会 博愛記念病院／医療法人徳島往診クリニック 

日時：平成24年10月11日（木）午後7時～ 
 
場所：ふれあい健康館 ホール（1F） 
 
参加者：131名 





 第 1 回 
とくしま在宅医療・介護連携会議   

 アンケート結果 

会議参加人数７７名  回答者数６７名 回答率８７％ 

1 
医療法人徳島往診クリニック附属ハートホーム 



（１a)職種についてお尋ねします。 
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2 
医療法人徳島往診クリニック附属ハートホーム 



（３）在宅療養中の患者を取り巻く医療・介護の間に 

バリヤーがあると思いますか？ 
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5 
医療法人徳島往診クリニック附属ハートホーム 



                在宅医療連携拠点事業所 
    医療法人徳島往診クリニック・同附属事業所ハートホームによる 
             抽出された課題に対する対策案 
 
 
  １．在宅緩和ケアネットワーク徳島 多職種による勉強会 
 
  ２．訪問看護ステーション連携会議 
 
  ３．訪問薬剤師連携会議 
 
  ４．在支診以外の在宅医療に対するマンパワースキルに乏しい医療機関の支援 
 
  ５．小規模ゆえに夜間・休日対応困難な訪問看護ステーションに対して、 
     協働で対処できるシステムの構築 
 
  ６．地域包括支援センターとの懇談会 
 
  ７．ケアマネージャー交流会 
 
  ８．訪問歯科衛生士事業 
 
  ９．介護福祉士、ヘルパー対象の「死の教育・看取り」等の講座 
 
 １０．精神疾患に関連する問題に対して、 
     看護師、医療ソーシャルワーカーによる相談、関係機関連携 
 
 １１．ハートホームでの医療・介護相談 



第３回 とくしま在宅医療・介護連携会議プログラム 
〜認知症患者への多職種協働のための研修〜 

  
     主催：厚生労働省委託  

      在宅医療連携拠点病院  
      医療法人平成博愛会 博愛記念病院 
      在宅医療連携拠点事業所  
      医療法人徳島往診クリニック  

   

開催日：平成２４年１１月２１日（水）  

    於 ふれあい健康館 第2会議室（2F） 

  

１８：３０〜１９：００ 受 付 

１９：００～１９：０５ 来賓紹介及び挨拶 

     （挨拶）徳島市 保健福祉部  
   保健福祉部長兼理事  多田 昭弘 様 

１９：０５～２０：１５ 認知症についてのグループワーク 

            （ＢＳ法・ＫＪ法活用） 

２０：１５～２０：３０ 質疑応答 

            徳島県立中央病院  

   認知症疾患医療センター長  大森 隆史 様 

２０：３０～      アンケート記入後、終了 

  

  





②在宅緩和ケアネットワーク徳島勉強会 
（多機関・多職種方なる有志の任意団体） 

 

開催日：H24 4/11 5/24 6/27 7/25 9/24 10/29  
         12/10 12/16 
           
     H25 1/21  



③訪問看護ステーション連携会議 
 

第１回  開催日：平成２４年１０月２４日（木） 
      開催場所：ハートホーム 
      参加者：１１名 
 



第２回 開催日：平成２５年１月１７日（木） 
     開催場所：ふれあい健康館 第２会議室 
     内容：理学療法士による呼吸リハビリテーション 
         実践講座 
        ～在宅でできる呼吸リハビリテーション～ 
    ＊第１回交流会の際に、参加者より呼吸リハの勉強が        
      したいとの要望があり実現する。 
     参加者：40名 



訪問看護ステーション・ケアマネジャー合同交流会 
       
開催日：平成24年11月29日（木） 
 
開催場所：徳島往診クリニック附属訪問看護ST            
 
      参加者：２７名 



④善成病院（後方支援病院）との 
カンファレンスを月一回開催 
 

開催日：H24 4/12 5/15 6/20 7/11 8/15 9/12  
                 10/17  11/13  12/19 
      
           H25 1/16 
 



⑤薬剤師交流会 
 

開催日：平成２４年１１月１９日（月） 
開催場所：徳島県薬剤師会館 
参加者：２６名 
 

＊次回、訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所のケア
マネとの合同交流会を開催予定。 





①サイボウズ導入 
 

9月～重層的なチーム医療連携体制の為に、情報共有の手段 
 
としてサイボウズの運用開始。現在、重症患者様の情報を 
 
関わりのある多職種で共有している。 





グループメンバー間での円滑な情報共有が可能 



１．ユーザー登録 



参加後のグループホーム画面 



②地域包括支援センターとの懇談会 
 
第１回目：平成２４年９月５日（水）に開催。 
 
第2回目：平成２４年１２月７日（金）に開催。 
 
＊介護支援専門員へのアウトリーチ活動として、徳島市医師  
  会地域包括支援センター主催の介護支援専門員研修会 
   への参加。 
   開催日：平成２４年１２月１７日（月） 
  開催予定日：平成２５年２月２１日（木） 
 



③在支診以外の在宅医療に対する 
マンパワースキルに乏しい医療機関 
への支援。 
 
平成２５年１月現在、１０以上の在支診以外の診療所に対し
て、在宅療養支援を行っており、対象患者様は１１名である。 



事例紹介 
 
県外から徳島県の親戚宅に移住してきたためかかりつけ医のいない 
 
男性患者が突然の腹痛のため近隣の診療所に往診依頼有り。 
 
当該診療中は外来診察時間中であり、また初診でもあったため対応できず 
 
当院に代診の依頼有り、当院から緊急往診。 
 
汎発性腹膜炎の診断で徳島市民病院に救急搬送。 



④小規模で夜間・休日対応困難な訪問
看護ステーションに対して、協働で対処
するシステムの構築。 
 

平成２５年１月現在、５件の訪問看護ステーションに対して、
訪問看護支援を行っており、対象患者様は５名である。 



事例紹介 
 
対象患者A様 ７２歳 女性 右肺癌末期 
 
独居にて生活するも、右肺癌を発症し、独居生活が困難となり娘宅にて 
 
療養する。 
 
近隣のかかりつけ医は、訪問診療を行っておらず、当院へ訪問診療の依頼が 
 
あり、訪問診療を開始する。 
 
かかりつけ医の所属する医療機関関連の訪問看護ステーションがサービスを 
 
提供していたが、夜間及び休日、早朝、深夜の対応が困難ということになる。 
 
そのため、当院附属の訪問看護ステーションが夜間及び休日、早朝、深夜、 
 
緊急時の支援を行うこととなる。                    





①多職種からなるメーリングリスト運用 
 

10月～運用開始。 
アンケートの結果をはじめ様々な情報の共有、会議等の 
案内に活用中。 
 
連携会議等で登録を呼びかけており、現在(H25.1)、約５0
名が登録。 



②訪問歯科衛生士派遣事業 
 

10月29日（月）～歯科衛生士が患者宅を訪問。患者様の口腔 
 
内を観察し、本人・家族の意向に沿って、徳島県歯科医師会 
 
在宅歯科医療連携室を通じて、歯科医へ結びつける事業。 
 
各事業所へ案内文章を送付し、ケアマネ等から問合わせ有。 
訪問実績：７５件  

徳島県歯科医師会在宅歯科医療連携室への紹介：１０件 
（Ｈ25.1.20現在） 

 



 

 

口腔ケアでお困りは 

ありませんか？ 
               

 

              口腔ケアの講習は受講 

               したけれど・・・ 

                  

  

 お口の状態は患者様によりさまざまです 

画一的な方法ではなかなか対応が難しいとお感じではありませんか？  

厚生労働省委託 在宅医療連携拠点事業の一環として当事業所在籍の

歯科衛生士が無料で患者様のお口の状態やお身体の状況に応じた口腔

ケアを皆様とご一緒に訪問に同行してサポート致します 

ぜひ一度お気軽にお声掛けください（お電話でのご相談も承ります） 

             お問い合わせ 

                医療法人徳島往診クリニック附属 

                在宅医療連携拠点事業所 ハートホーム 

                担当    歯科衛生士 北條 

              ☎０８０－４０３８－１７１９ 

 



③ケアマネージャー交流会 
 
第1回 開催日：平成24年9月7日（金） 
     開催場所：ハートホーム 
     参加者：9名 
 
第2回 開催日：平成24年10月25日（木） 
     開催場所：ハートホーム 
     参加者：12名 
 
第３回目は、 訪問看護ステーションとの合同交流会 
     開催場所：徳島往診クリニック附属訪問看護ステーション 
     参加者：２７名 



④資源マップ 
 

９月 博愛記念病院様との共同制作。在宅療養支援診療所・ 
 
訪問看護ステーション・薬局・訪問介護事業所・歯科を担当。 
 
Ｈ２５．１～再度アンケートを実施し、一般公表に向けた取り
組みを行っている。 



＊住所をクリックするとGoogleMap上に位置が示される様になっている 





⑤各機関との懇談会 
対象 

徳島県医療政策課：平成24年5月31日（木） 

徳島県保険医協会総会での拠点事業説明：平成24年6月10日（日） 

徳島県内4拠点事業所会議：平成24年7月18日（水） 

徳島市民病院での症例検討会：平成24年8月10日（金） 

徳島市長・市職員：平成24年9月5日（水） 

徳島市地域包括支援センター：平成24年9月5日（木） 

徳島県・市歯科医師会：平成24年9月6日（木） 

徳島市民病院：平成24年9月27日（木）、平成24年11月8日（木） 

徳島県内4拠点事業での意見交換会：平成24年11月1日（木） 

徳島赤十字病院：平成24年11月9日（金） 

徳島市3拠点連絡会：平成24年11月15日（木） 

徳島県議会議員：平成24年11月16日（金）、平成２５年３月１日（金） 





①在宅ホスピスケアボランティア研修 
 

第1回  １日目 開催日：平成２４年９月８日（土） 
       ２日目  開催日：平成２４年９月２９日（土） 
第２回  １日目 開催日：平成２４年１１月１２日（月） 
      ２日目 開催日：平成２４年１１月２６日（月） 

講演会～豊かに生きる講座シリーズ1～「緩和ケア在宅医療を知る」    

          開催予定日：平成２５年２月９日(土） 



②がん患者サロン開催（あけぼの会） 
 

毎月、第３木曜日 
 



③第2回とくしま在宅医療推進フォーラム  
  ～在宅緩和ケアの始め方～ 

 

開催日：平成２４年４月１５日（日） 
     午後１２時３０分～午後３時３０分 
開催場所：ふれあい健康館１Ｆホール 
 
参加者 約２００人 
 



④在宅医療・介護相談会 
 

開催日：平成２４年１１月２４日（土） 
      午後１時～午後６時 
開催場所：マルナカ徳島店 

 

 

看護師・ケアマネージャー・ソーシャルワーカーによる、在宅医療・介護に関する相談会を開催します。 

 

「たとえ短期間でも住み慣れた自分の家で過ごしたい」「最期は家につれて帰りたい」という希望

を持つ患者さんや家族の方、どなたでもお気軽にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成２４年１１月２４日（土） 午後 1：00～６：00 

場所 ： マルナカ徳島店 １階 エスカレーター前 

     徳島市西新浜町１丁目６-１ 

 

※ 別会場にて、医師による在宅療養について個別相談（３０分１，０００円）も行います。 

 

【お問い合わせ先】                                          

 医療法人徳島往診クリニック附属 在宅医療連携拠点事業所 ハートホーム               

〒770−8008 徳島市西新浜町２丁目６１番３（マルナカ向かい）            

電話 ０８８−６７８−５１２５  FAX ０８８−６７８−５０３５                 

 どうやって、 

 医療を継続しながら家で生活するのっ？ 

  一人では不安！ 

  誰か手伝ってくれる人は 

  いるの？ 

 

 在宅医療って、なに？ 

 

 

 在宅療養って、大変そう！！ 



⑤在宅医療連携セミナー講演会 
 {第７３回地域学術研修セミナー}講師 
 「在宅医療と病院連携～お家にいても大丈夫～ 
 

開催日：平成２４年１２月４日（火）   午後６時３０分～午後７時３０分 
開催場所：医療法人平成博愛会 博愛記念病院 
 
参加者 約２００人 



⑥第3回四国在宅医療推進フォーラム 
～これからの在宅医療のかたち～ 

迫り来る多死時代に備えて 
 

開催日：平成２４年１２月１６日（日）  午後０時３０分～午後４時００分 
開催場所：徳島文理大学むらさきホール 
参加者：４００名            





⑦（株）大塚製薬工場社内研修会にて 
特別講演「在宅医療連携事業について」 
 

開催日：平成２５年１月１０日（木）  午後７時～午後８時 
開催場所：センチュリープラザホテル  



⑧社会福祉法人徳島県自殺予防協会 
にて講演 
「“自宅で死ぬ”ということ」 
 

開催日：平成２５年１月１８日（金）  午後６時３０分～午後８時 
開催場所：希望館生涯学習大学  
 
参加者 約４０名 





①徳島赤十字病院主催 
 がん緩和ケア講習会 
  
 在宅緩和ケア部門講師 
 

 開催日：平成２４年５月 



③第26回日本臨床内科医学会にて発表 
 
 演題「在宅医療連携拠点事業について」 
  
 発表日：平成２４年１０月７日（日） 



②実習生・研修医受入 
 

 5月～6月 四国大学看護学部看護学科実習生 
  
 6月～7月 徳島県立総合看護学校実習生 
 
 9月～10月 徳島市民病院研修医 



④徳島県看護協会にて講演 
 

～在宅医療連携拠点事業について～ 
 

開催日：平成２４年１０月２７日（土） （看護師・ケアマネ対象） 



⑤第8回在宅医療推進フォーラム 
活動報告 
 

開催日：平成２４年１１月２３日（金） 



⑥言語聴覚士による 
「誤嚥を防ぐ食べさせ方」実践講座 
 

開催日：平成２４年11月7日（水） 午後７時～午後８時３０分 
開催場所：博愛記念病院       共催：博愛記念病院  
 
参加者 約１００名 





⑦徳島県主催 がん緩和ケア講習会での
講義 

～在宅医療連携拠点事業についてを中心に～ 
開催日：平成２５年１月６日（日） 
開催場所：徳島県立中央病院 



⑧ケアマネジャー、ヘルパー対象の 
「看取り」講座 
 

開催日：平成２５年１月３０日（水）午後７時～午後８時３０分 
開催場所：ふれあい健康館 第2会議室 
 
参加予定 約１００名 





・徳島県吉野川市の多職種に向けた講演会 
 開催日：平成２５年２月１８日（月） 

・ウイング２１（徳島県県会議員超党派の会）での講演会 
 開催日：平成２５年３月１日（金） 

・地域リーダー研修会 
 開催日：平成２５年２月２４日（日） 

・第4回とくしま在宅医療・介護連携会議 
 開催日：平成２５年２月２８日（木） 

・在宅緩和ケアネットワーク徳島勉強会 
 開催日：平成２５年２月１９日（火） 



その他、 薬剤師交流会、拠点病院との症例検討会、 
      口腔ケアについての勉強会等を予定。   

・市民フォーラム（講演） 
 開催日：平成２５年３月２４日（日） 
 講師：医療法人社団パリアン 
     クリニック川越 
      院長 川越 厚 先生 

・NPO法人徳島県介護支援専門員協会との共催にて 
 講演及びグループワーク 
 開催日：平成２５年３月１３日（水）  

・第2回合同交流会 
 ～フィジカルアセスメントの講演会～（演題未定）   
  開催日：平成２５年３月１１日（月） 
 講師：名古屋大学大学院 
     医学系研究科 臨床アセスメント学分野 
      教授 山内 豊明 先生 




