介護 医療 看護

の連携

多職種連係等を狙いとした情
報共有のネットワークである
「うすき石仏ねっと」の構築・
拡充や、普及啓発の取組みを中
心に紹介したい。

国宝に指定される石仏で有名
ない。医師・看護師等の不足と
な大分県臼杵市は、平成 年４
開業医の高齢化も深刻な課題と
月現在で人口４万１８４３人、 なっている。
高齢化率は ・７％と、およそ
こうした状況を踏まえ、コス
３分の１が高齢者だ。 年後に
モス病院では平成 年度在宅医
は約 ％になると予測され、そ
療連携拠点事業に取り組んだ。
）
」と
「プロジェクトＺ（ Zaitaku
命名した同事業は、２０２５年

を踏まえ、
「医師会としては医
療と介護を一体化して取り組ま
なければならないと考えていま

「急性期から回復期までの病
院はここ１カ所です。地域包括
支援センターも委託されまし
た。行政との連携はスムーズで
す。そうしたことから拠点事業
も上手くできたのかなと思いま
す」と臼杵市医師会理事で地域
包括支援センター所長も務める
吉田史郎さんは話す。そして地
域の高齢化が進んでいる状況等

各種連携シートも活用し
ケアマネとの連携を強化

を見据えた 年間のプロジェク
トへと発展し、 年度から 年
度は、大分県の地域医療再生基

25

二次救急病院で、地域医療支援
病院でもある。地域包括支援セ
ンターも受託し、同市の医療・

れを見越した在宅医療・介護の
体制整備が急務となっている。
臼杵市医師会立コスモス病院
（安田正之院長）は２０２床の

10

介護提供体制の中核を担う。同
市の医療資源は、他に一次救急
を担う療養型病院が３、診療所

居宅介護支援事業所なども展開
しているが、
「医師会が独占的

す」と続ける。
医師会では、老人保健施設を
はじめ訪問看護ステーションや

に取り組むのではなく、行政施

27

シリーズ

臼杵市医師会立コスモス病院︵大分県臼杵市︶

5

金（厚労省の地域医療再生交付
金）を活用して事業を継続して
いる。
プロジェクトＺは、同院が臼
杵市と協働で進めてきた地域医
療連携が背景にある。

24

25

33

が などと決して十分とはいえ
28

10

40

﹁うすき石仏ねっと﹂
の構築・拡充で
情報共有を図り︑連携を促進

右から舛友さん、吉田さん、野上さん
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図表1

策や、他の法人の施設・事業所
との関係も鑑みながら地域を支
えています」と語る。
同院の医療・介護連携の取り
組みの原点はおよそ 年前まで
遡る。当時、すでに高齢化率は
％程度で、院長を務めていた
吉田さんの方針により、リハビ
リテーションの充実と在宅復帰
支援に力を入れ始めた。
「平成 年から 年まで院長
30

10

を務めていました。私自身がリ
ハビリテーションに取り組んで
おり、臼杵をリハビリテーショ
ンのまちにしたいという思いが
ありました。それまでの病院・
施設完結型から地域完結型に転
換して、患者・利用者を地域全
体でみていく考え方を先取りし
たと思います」
（吉田さん）
さらに８年ほど前に「心不全
地域連携シート」を導入。これ

分制限はどのくらいかなど、よ

全体をみているので、塩分や水

が、ケアマネジャーと話し合い、
改良。
「ケアマネジャーは生活

したい情報を中心に盛り込んだ

美智子さん（社会福祉士）が発
案 し た。 最 初 は 病 院 側 が 提 供

医療ソーシャルワーカーの野上

心不全地域連携シートの導入
は、地域医療福祉連携室課長・

せんでしたが、これにより徐々
に意識するようになりました」
と話す。

は退院した患者の心不全増悪の
予防を目指した情報共有のため
のツールだ。診断や現在の状況、
ケアにおける注意点、患者の心
不全の状態と、退院後に守って
もらいたいこと、再発発見のポ
イ ン ト、 入 院 中 に 関 わ っ た ス
タッフからの留意点のコメント
などをまとめたもの。担当のケ
アマネジャーに渡している。
副院長で循環器専門医の舛友
一洋さんは「ケアマネジャーと
の連携はこれが始まりだったと
思います。病院の医師は当初、
ケアマネジャーを意識していま

かなり気軽に情報交換ができて

者が入院しても病棟の看護師と

宅でのサービス提供状況が分か
る。
「ケアマネジャーは、利用

が、その割合は ～ ％で、在

者のケアプラン３表の病院への
フィードバックを求めている

あわせて在宅療養に移った患

アマネジャーに渡せていると思
います」と野上さんは話す。

る患者の情報を医療ソーシャル
ワーカーや病棟の看護師が提供
する。
「ほぼ１００％近く、ケ

り具体的な情報を求めてきまし
た」
（舛友さん）
また、ケアマネジャーへの情
報提供のみでは上手くいかず、
かかりつけ医にも同様に情報を
提供。患者・家族用の「心不全
シート」も導入した。
こうした努力もあり、退院後
１年以内の再入院率は、シート
導入当初の ％程度から、現在
は６％程度まで減少できた。
さらに平成 年から居宅のケ
アマネジャーへの情報提供のた
めの「医療福祉連携シート」の
運用を開始（図表１）
。退院す

70
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図表2

いると思います」と野上さんは
評価する。

うすき石仏ねっとの
拡充が進行中
こうした医師会・病院とケア
マネジャー等との連携を背景
に、野上さんが声をかけて舛友
さんやケアマネジャーの資格を
持った病棟看護師長の安東直美
さんをコアメンバーとして、平
成 年度に在宅医療連携拠点事
24

業に取り組んだ。
うすき石仏ねっとは、病院の
各種検査結果や画像所見を診療
所でもみられるＩＴによる情報
連携ツールとして、既に導入が
進められていた（図表２＝画面
サンプル）
。
それまでも医師会会員の診療
所の検査データは病院に集めら
れていた。それをベースにした
構想が 年にスタートし、翌
年には試行を開始。つなげる診
療所等を少しずつ増やしていっ
14

15

問題点を洗い出し、解決してい
きたいと思います」
（舛友さん）

いく考えで、話し合いを進めて
いる。
「今年度中にプログラム
を作成し、来年度にはつないで

定だ。
さらに今年度は、居宅介護支
援事業所や歯科医師にも広げて

がら診察をしていただければと
思いますが、まだまだそこには

待しています。開業医の方が診
察室において画面上で確認しな

ゲンの結果が見られるだけで
す。今後、調剤情報が加われば
だいぶ変わってくるのではと期

不十分」という両方の声・意見
が寄せられている。
「現在は検査データとレント

が医療機関等に示すと、参加し
ている各機関は対象者の情報を
みることができる。ネットワー
クは臼杵市の協力を得て市内に
走るケーブル回線を活用してい
る。
現在、参加している開業医な
どからは「良い」と「まだまだ

うすき石仏ねっとへの参加を申
し込んだ住民には、個々のＩＤ

た。拠点事業を受けた 年度か
ら本格化し、うすき石仏ねっと
には現在、 医療機関と市内の
２カ所の訪問看護ステーション
が参加している。
そして昨年度は市内にある６
カ所の老健施設・特養及び カ
所の調剤薬局とそれぞれ協議。
５カ所の施設が加わり、病院と
施設の看護師間で連携を進めて
いる。前述の
「医療福祉連携シー
ト」も電子化され、うすき石仏
ねっとに取り込んだ。また「お
薬手帳」の電子化も進み、市内
の調剤薬局のほとんどが参加し
て 月１日からスタートする予

石仏カード

いたっていません」

17

を記載した「石仏カード」を発

24

「石仏カード」は約５千枚発

25

行する（写真２）
。それを患者

10
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いて正しい理解を広げる。さら
にタッチパネル式の早期診断シ
ステムも用意して一次検診を実
施。 点満点のタッチパネルで
点以下の場合、医師による二
次検診へと進み、無償で問診・
診察をして個別結果を説明、今
後の相談も行う。かかりつけ医
がいれば連絡し、その後の確定
診断などに結び付けていく。
病院における認知症の人への
対応力向上も課題の一つ。
「認知症の方については地域
15

のケアマネジャーやヘルパーの
方たちのほうが良くご存知で

す。今年度は地域における認知
症対策や認知症の方への対応を
テーマとした研修プログラムを
予定しています」と野上さんは
話す。
なお臼杵市は認知症サポー
ターの養成にも力を入れてお
り、人口の１割を超える約４２
００名がサポーターだ。小学生
も対象で、
約 名が「認知症キッ
ズサポーター」になっている（い
ずれも 年２月現在）
。

70

表３＝画面サ
ンプル）
。在宅

親しみやすい
キャラクター
を活用した
分かりやすい
ホームページ
を開設した（図

在宅医療の
普及啓発につ
いてプロジェ
ク ト Ｚ で は、

普及啓発では
ケーブルテレビも活用

26

認知症の普及啓発等を
小学区ごとに推進
臼杵市は、認知症の早期診断
及び支援体制の構築にも力を入
れている。
その一環として、うすき石仏
ねっとに認知症連携パスを導入
す る 考 え だ が、 認 知 症 は 生 活
支 援 も 重 要 な の で、 ケ ア マ ネ
ジャーがうすき石仏ねっとに参
加してからのスタートを目指し
ている。
臼杵市の認知症対策では、開
業医を中心とした自発的な勉強
会から、市医師会と臼杵市、ケ
アマネジャーなども参加する
「臼杵市の認知症を考える会」
が平成 年７月に発足し、地域

12

図表3

行。人口約４万人の同市の１割
以上が所持している。
「良い点は、退院した患者さ
んが石仏カードを持ってきてく
ださると入院中のデータが速や
かに見られること」と吉田さん
もメリットを強調する。
「実際、
病院に問い合わせても返事が遅
いこともあるし、これだと胃カ
メラやＣＴの結果などをすぐに
確認できます」
疾患別の連携も始まってお
り、
紙媒体で活用されている「糖
尿病連携手帳」の電子化が完了
している。今後は前述の「心不
全連携シート」による心疾患連
携パスの電子化を進め、その後
は認知症連携パス、がん疼痛緩
和連携パスを導入する意向だ。
うすき石仏ねっとにはメール

臼杵市と認知症を考える会

包括支援センターを中心に講演
会や多職種による事例検討会が

と同様に扱っており、医師には

は、 普 及 啓 発 と 早 期 発 見 に 向
け、地域住民を対象に小学校区

機能もついているが、伝言板機

全面的に開示されるが、職種に
より閲覧可能な情報を限定する

ごとに「なるほど認知症講座」

開催されるようになったことが
特徴的だ。

などして、個人情報を保護する

を開催。診断・治療・予防につ

能の付設も検討している。うす
き石仏ねっとの情報は「カルテ」

考えだ。
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図表4

ホームページやパンフレットなどの、可
愛いイラストは野上さんが作成したもの

医療の現状など
とともに研修会
の案内なども載
せており、多職種
連携にも役立っ
ている。
また専門職や
地域住民向けの
「小さな講演会」
や、
パンフレット・
医療資源マップ
（図表４）の作成・
配布、ケーブルテ
レビでの在宅医
療等の解説番組
「お家で暮らそう」
の制作・放映も実
施している。
テレビ放映は
分の枠組みで
１日５回１週間
を１クールとし
て、
拠点事業では、
①事業説明・２０

初のうすき女性防災士連絡協議
会（ 名が参加）の会長も務め
ている。
また、かかりつけ医や服薬内
容などの医療情報を入れた容器
「救急医療情報キット」を冷蔵
庫に保管して救急医療に生かす
取り組みは、東京都港区で平成
年５月にスタートし各地に広
がっているが、臼杵市では「安
心生活お守りキット」として普
及が進んでいる（携帯用カード
もある）
。
現在、約５４５０名の市民が
登録しており、救急現場で活用
された実績も約３５０件報告さ

とロコモシンドローム──の４
テーマで実施。その後も継続し
ており、７月１日現在で計４３
４回となった。在宅での看取り
をテーマにした番組も放映する
計画だ。

臼杵市は海に面しており、南
海トラフ地震が発生した折には
津波に襲われることが想定され
ている。
このためコスモス病院では、
災害時（医療）要援護者の把握

れている。拠点事業では、さら
に詳細な医療情報を盛り込んだ
「緊急時連携シート」を作成し、
キットの中に入れてもらうよう

災害時（医療）
要援護者を把握
防災政策にも協力

システムを構築。拠点事業のア
ンケート調査で把握した、在宅
医療を受け人工呼吸器などが必
要な人をその後もフォローして

働きかけた。
医療資源の不足が続く中、コ
スモス病院が中心となり、臼杵

月号の予定です。

※本連載の次回第６回の掲載は

いる。また新たな在宅療養者も
把握。災害時には病院で収容す
るなど対応できるようにしてい

79

市における在宅医療・介護の体
制整備が進んでいる。

20

る。
同市の防災訓練や会議への参
加など防災政策にも協力。コス

モス病院からは 名の防災士も
誕生しており、野上さんは全国

10

２５年への展望
②低栄養③口腔
ケア④訪問リハ
ビリテーション

26

15
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