
平成25年度在宅医療・介護推進事業コーディネーター養成研修             
平成26年3月10（月）福井県看護協会会館 

 
 

 坂井地区における在宅医療 

 坂井地区医師会在宅ケアネット 

 在宅医療コーディーネーター 北川ひで子 
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資料３－２ 



       坂井地区医師会組織図 

坂
井
地
区
医
師
会 

共同利用施設 

坂井地区医師
会ケアセンター 

 診療所数５２・病院７ 

（内・外科32 整・耳・眼・
皮科１４ 産・小児科６） 

坂井地区在宅
ケアネット 

訪問看護ステーショ
ン（あわら市,坂井市） 

居宅支援事業所 

ヘルパーステーション 

デイサービスセンター 
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多職種（医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養
士・看護師・ケアマネジャー等）が連携 

 坂井地区在宅ケアネットの思い  

「住み慣れた家で過ごしたい」と在宅医療
を望む人がいるならば、訪問診療を円滑に
受けられるように、また、多職種専門チーム
に支えられながら安心して在宅生活が送
れるようにサポートしたい 

  坂井地区在宅ケアネットの発足 

       （平成２０年１１月より） 
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訪問診療 

  

 ５９％ 

 

開業医の 

 

往診のみ 

 

 ９％ 

６８％を占める 

訪問診療・往診対応診療所の割合 
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    在宅看取り率年次比較 
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１．在宅医療コーディネート事業内容 
①在宅主治医・副主治医の紹介 
②チームによる在宅医療の調整 
  歯科医師・専門医の調整 
  管理栄養士、訪問薬剤師、訪問看護師、ケアマネー 
  ジャー等の調整 
③在宅医療に関する相談  
  主に病院から在宅へ移行に関する相談    
④地域包括支援センターと連携 
⑤医療材料の共同購入 
 
２．在宅医療・介護に関連する研修の実施 
  研修会・症例検討会の開催（多職種合同） 
 

   坂井地区在宅ケアネットの事業内容①  
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  坂井地区在宅ケアネットの事業内容②   
  （坂井地区在宅ケア将来モデル ジェロントロジー共同研究） 

 
2．坂井地区における在宅ケア体制づくり 
  (東京大学・福井県)ジェロントロジー共同研究協力 
  ①ＩＴを活用した患者情報共有システムの導入   
   ユーザー管理者業務 
   ②在宅医療における住民啓発 出前講座   
  ③医療・介護の情報共有の一体化 
 
3.在宅後方支援システムの構築 
 坂井地区内病院が在宅主治医の後方支援を行いや 
 すい仕組みづくり  
 ①坂井地区内7病院と在宅医療対応病院との連携強化 
  ②安心連携カードの運用と情報共有システムの活 
      用の連動による連携 
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坂井地区在宅ケアネット研修会（多職種合同） 

 

 意義：在宅医療に取りくむ多職種相互の学びとつながりの場 
                           
・坂井地区在宅ケアネット主催多職種合同研修会 
  年3回開催（事例検討会含む） 
・現在の研修システム 
  テーマ別座学研修⇒グループワーク⇒実地研修（同行訪問） 
  実施研修の取り組み 

   ◎在宅医療現場への同行訪問研修の実施                  
   ◎在宅医療を担う多職種との同行訪問実施  
   <目的> 
  在宅医療に関する座学研修と実地研修(同行訪問）を組み合わ 
  せたプログラムにより在宅医療におけるノウハウを高め、多 
  職種連携を強化する 
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   安心連携カードとは 

  

「安心連携カード」は、かかりつけ医であ
る坂井地区の在宅医療対応診療所と患者が
希望する坂井地区内の病院間で診療情報を
共有し、緊急入院や検査・処置などで受診
が必要になった時、いつでも連携すること
ができるための安心カードです。 
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在宅医療対応診療所 

④ 安心連携カードの保持    

 在宅療養患者 

患者情報の共有 

④カードで情報共有シス 
テムの有無確認 

・カードの発行         
・情報共有システム患者部屋作成 

⑤救急の担当医・スタッフ等
がＩＴシステムをとおして、在
宅での治療情報を確認する 

有
の
場
合 

坂井地区医師会安心連携カードの運用の流れ 

坂井地区在宅ケアネット 

カード発行の流れ 

受診の流れ 

坂井地区連携病院 

 安心連携カードとは 

かかりつけ医と病院間で診療
情報の共有を行い、緊急入院
や検査・処置が必要になった時
に連携できる安心カード 
 

②
カ
ー
ド
の
発
行
申
請 

③
カ
ー
ド
の
送
付
 

 

③カード発行患者リスト送信 
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    在宅患者情報共有システムとは 
情報共有システムの全体イメージ 

在宅患者・家族 

坂井地区内緊急受入病院 

在宅主治医 

居宅介護支援 

訪問看護 

訪問介護 

在宅副主治医 

患者情報を一元管理する 

データセンター（クラウド） 

歯科診療所 

調剤薬局 

紹介元の基幹病院 

緊急受入時に
必要な治療情
報を共有 

生活の変化を 
システム上で
報告 

日常の状況を 
在宅主治医
に連絡 

バイタルサインに
変化があった際に、
在宅主治医に対し
て連絡・相談 

日々のケア
情報を把握・
共有 

処方に関する
相談に対応 

歯科治療や
口腔ケアに
関する相談
に対応 

病院主治医と治
療情報を共有 

11 



12 

【日常の療養期 ～病院側との情報共有～】 

〔日常療養期〕 
・病院の担当医もＩＴシステムを 
 とおして、在宅での治療経過 
 を確認することができる 
 
 ※病院担当医もシステムを 
  利用できるよう、在宅側で 
  ＩＤ付与の手続きを行う 

① ② 

③ ④ ⑤ 

カナミック社「ＴＲＩＴＲＵＳ」 
トップ画面からログイン 

担当している患者の情報が 
入っている部屋が表示される 

在宅側で入力・更新している 
フェイスシートを閲覧できる 
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坂井地区医在宅ケアネット事業運営委員会 

 

  運営委員： 坂井地区内各ブロック代表者（６）＋３ 

           医師会執行役員（４） 

          在宅医療コーディネーター（２） 

                             計１５名 

 年６回開催： 偶数月第３月曜１９時～２０時 

 

 協議事項  ・事業経過報告 

         ・事業計画に関する協議 

                 ・病診連携に関する協議 

         ・東大・県ジェントロジー研究の課題検討等 
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 コーディネート事業運営の鍵は？ 

 ◎医師会員の強力な支えをいかに得るか。 

 ・運営委員会・理事会の場の有効活用 

   協議だけに終わらず結論を出す場とする 

   資料や打ち合わせ等前準備を丁寧に   

   若い医師からの意見や情報をキャッチ 

 ・医師会員へ浸透 運営委員・理事会から各ブロックへ 

 ・必要時県・広域連合関係者を交えての協議会  

 ◎市町コーディネーターの積極的なサポート 

 ・医師会コーディネーターと市町コーディネーターの密な連携 

 市町が医師会と密に連携をとり、いかにサポートしていくかが体制構築の鍵 
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・医療・介護相談窓口  
・安心ある在宅医療の受け 
 皿づくり（在宅主治医紹介・ 
 安心連携カード） 
・出前講座 
 ・スムーズな在宅移 

 行（在宅主治医・訪 
 問看護紹介） 

 現在、コーディネーターが担っている役割 

・医療と介護の連携（情報 
 の共有システム・在宅医 
 紹介） 
・多職種研修会 

・医師会と行政との調整 
・地域包括支援センター  
 連携 
・出前講座 

 

・医師会と行政との調整 
・コーディネート事業全般 
・医師会員間・多職種間の 
 情報共有 
・負担軽減 
・実地研修の調整 
・安心連携カード 

・在宅医療将来モデル研究事業  
・医師会と行政間の調整 

国・県 

病院 住民 

コーディ
ネーター 

多職種専
門職 

医師会 

市町・広域
連合(介護
保険） 
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坂井地区における地域包括ケア体制に 
おいて医師会に求められる役割 

◎在宅医療を進めるために必要なこと 

①地域におけるコーディネーター機能の充実 

②協力病院との信頼ある連携体制の構築 

③在宅療養における患者・家族の意思を尊重した 

  急変時の対応 

④ 在宅療養スタッフや急性期医療機関スタッフ、 

  住民への意識啓発（自己選択の重要性） 

⑤ 在宅療養を担う人材の育成 

  

 

市町は、こうした要素の必
要性を医師会と確認・共有
し、医師会側の具体的な
取組みをいかに引き出せ
るかがポイントとなる 
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在宅ケア体制を推進する県・市町行政の 
在り方 

①市町担当者（地域包括支援センター・福祉課）、県健康福
祉センター、社協の積極的な姿勢の在り方 

 

  ・どのような在宅ケア体制を目指すのか 

   まずは、市町として地域の特殊性、住民のニーズを押え 

   た具体的な将来像（目標地点）を持つことが重要。 

  ・医師会としっかり話し合い、将来像の実現に向けて、 

   具体的な提案を示していけるか。 

   最初から正解を求めるのではなく、とにかく前へ踏み出し 

   ていく気構えが求められる。 
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在宅ケア体制を推進する県・市町行政の 
在り方 

②多職種研修会運営の在り方 

  ・毎回、「目的・ねらい」が明確になっているか？ 

  ・その場の満足感で終わっていないか。在宅医療のチーム 

   アプローチに向けて、その後どう繋いでいくのかが大事。 

  ・型・モデルにこだわりすぎることで、実践的課題に到達しに 

   くい。利用者の生活レベルの向上に直結する課題が検討 

   できているか？ 

 

③在宅ケア体制構築に向けて 

  「体制」の枠組みの構築だけでなく、在宅ケア実践の本質
（本人の尊厳、QOLの向上）を忘れない。 
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地域包括ケアを支える坂井地区在宅ケアネット 
          の今後の課題 

  １．医療・介護・福祉の連携強化 
   医師会と市町・社会福祉協議会との積極的な協力体制 
   在宅医療とCSWの関わり方 
 ２．在宅医療従事者の負担軽減の支援 
   在宅医療に従事する人材の育成 
 ３．機能するチームアプローチの実践 
   効率的な医療提供のための多職種協働 
    特に医師とケアマネージャーとの協働 
 ４．在宅医療に関する地域住民への普及啓発 
      在宅≠看取り 高齢者≠在宅医療 
    住民のセルフケア能力を高める 
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