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平成24年度 在宅医療連携拠点事業 

成果報告 

北関東ブロック 

いばらき診療所みと 院長 丸山 善治郎 
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いばらき診療所みと 成果報告 

取り組み 

• 在宅医療科・退院支援外来、利用ガイド作成、院内職員対象講演会 

• 在宅医療相談窓口、在宅医療ホットライン、アウトリーチ 

• 在宅ケアカンファレンス、地域ケア会議、基礎講座、Annual Meeting2012 

• 推進協議会（同市内拠点：茨城県看護協会主催）への参加、ガイド作成 

課題 

• 地域における在宅医療資源不足（医師、看護師、リハビリ） 

• 県、郡市医師会の在宅医療担当との連携不足 

• 提供する医療内容の違い（専門、非専門の住み分けや連携） 

• 在宅医療の入り口問題（外来、病院、ケア、地域） 

• 認知症を中心としたケアからの在宅医療ニーズの増加 

• 地域の多職種ケアチーム内でのIT対応の違い（電話、FAX、メール等） 

計画 

• 人材育成（医師、看護師）、在宅医療コーディネーター育成講座 

• 地域での多職種（医師会含む職能団体）の連携、機能分化の調整（案） 

• 水戸式認知症地域包括ケアシステム構築（案） 

• 在宅医療科のシステム構築・普及 

• 他地域の在宅医療連携拠点に対する支援・協力（案） 2 



いばらき診療所 在宅医療システム 
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いばらき診療所 ひたち とうかい こづる みと 

2012年在宅患者月別総数年間推移 

（人） 
1035人（12月） 

（月） 

24時間コールセンター 

在宅ケアスタッフ 家族 

薬剤師 リハビリ 

在宅医療コーディネーター 

ケアマネージャー 

医師 

患者さん 

看護師 

在宅ケアスタッフ 

在宅医療チーム：Home Care Team 



 

 いばらき診療所 
ホームケアネットワーク 

Home Care Network 
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在宅療養支援診療所 

ケアプランセンター 

訪問看護ステーション 在宅医療ユニット 
Home Care Unit 

理事会 

医療調整部 

看護部 

ケアマネージャー 

リハビリ部 

介護部 

事務運営 職種別 
Meeting 



多職種協働・顔の見える関係、在宅医療の啓発 
水戸在宅ケアカンファレンス（講演 + ワールドカフェ） 

「在宅訪問薬局連絡相談窓口について」  

かわわだ薬局 薬局長 山本大先生（水戸薬剤師会） 

「介護において歯科にできること 」  

神田歯科医院 院長 神田稔先生（水戸市歯科医師会） 

「ITを活用した多職種連携：顔の見える関係作り」（主催）  

 

いばらき診療所Annual Meeting2012 
第１部  基調講演：「税と社会保障の一体改革」 

 内閣官房社会保障改革担当室長 中村秀一 先生 

 

第２部  在宅ケア体験相談会（看護部、リハビリテーション
部、栄養、料理、） 「みて、さわって、体験しよう」 ―在宅医
療を支えるチームからのヒント― 

・「わかりやすい痰吸引の講習」  担当：看護部 青木万由
美 吸引シミュレーター「Ｑちゃん」を使用して、見の痰吸引
指導者講習を受けたプロが指導します。 

・「目からウロコのトランスファー（移乗）実技」  担当：リハ
ビリ部 高掘康裕 介護者にもされる側にも優しいトランス
ファー（移乗方法）。する方とされる方のどちらも体験できま
す。思った以上に軽く簡単に移せるんです。 

 ・「訪問栄養食事相談」  担当：管理栄養士  古賀奈保子 

栄養について、在宅で直接、管理栄養士に相談ができるん
です。トロミや介護食、補助食品の使い方のアドバイスはも
ちろん、美味しい試食をご用意いたしました。 

・「食事」 担当：調理部 谷田部昇一 介護食のおいしいレシピ

をこっそり教えます。家庭で作れる介護食メニューや試食コー
ナーもあります。 

・「訪問薬局」をご存じですか？ 担当：コスモ調剤薬局茨城町
店 鬼沢智生 在宅患者様のご自宅まで薬剤師がお薬を届け
てくれます。処方してもらったお薬の服用方法や管理方法、お
伝えします。 

・「在宅酸素療法」 担当：帝人ﾌｧｰﾏ㈱、ﾌｸﾀﾞ電子㈱、ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・
ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 病気によって必要となる在宅酸素療法。
最新機器の展示から、実際の器械操作もできます。器械から
出る酸素、吸ってみてください 

・「人口呼吸器」 担当：帝人ﾌｧｰﾏ㈱、ﾌｸﾀﾞ電子㈱、ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚ
ｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 人工呼吸器という名前はしっていても、あ
まり身近なものではありませんね。 今回は実際の呼吸器を操
作して、体験してください 

・「介護食品」 担当：㈱フードケア、㈱クリニコ  介護食品やト
ロミ剤、種類が多すぎて迷ってしまいますよね。いろいろな商品
を集めてみました。この機会に味わってみてください 

・「医療機器・介護機器」 担当：㈱栗原医療器械店、㈱東関東
サービス毎年、多くの機器が開発・販売されています。普段は
カタログでしか見ていない機器たちを実際に触れてみてくださ
い。新しい発見が出来るかもしれませんよ。 

・「在宅医療よろず相談」 

 在宅医療の不安や疑問、ちょっと聞いてみたいなというころが
ありましたら、ご相談ください。在宅医療・在宅ケアの専門スタッ
フが対応致します。       
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在宅医療ホットライン 
029-228-6100 

Ns宇佐美、MSW川又、MSW大森 

在宅医療連携拠点事業推進協議会（茨城県看護協会） 

・茨城県看護協会（会長/ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ/統括管理者/保健師 ）  ・茨城県理学療法士会（理事・特定事業局長） 
・茨城県作業療法士会（地域貢献局長）                  ・茨城県介護福祉士会（顧問） 
・茨城県水戸保健所（地域保健調整監）                 ・茨城県訪問看護ステーション連絡協議会（幹事） 
・水戸医師会（副会長）                             ・水戸市歯科医師会（理事） 
・水戸薬剤師会（副会長）                           ・水戸市包括支援センター（高齢者支援係長） 
・水戸済生会総合病院（退院支援調整看護師）                        ・みとケアマネジャー研究会（主任介護支援専門員） 
・筑波大学（講師）                              第二回会議からオブザーバーとして参加 

  

がん診療連携拠点病院 

都道府県 ： 茨城県立中央病院 
        （看護局長・がん看護専門看護師） 
        （副総看護師長） 
               （継続看護支援室看護師） 
 
地域 ： 日立総合病院 
         土浦協同病院（皮膚科部長） 
         筑波メディカルセンター（連携拠点） 
         筑波大学付属病院(病院長） 
         東京医科大学霞ヶ浦病院 
         友愛記念病院 
         茨城西南医療センター 

認知症疾患医療センター 

栗田病院（精神保健福祉士） 
      （ケースワーカー） 
日立梅ヶ丘病院 

地域医療支援病院 

水戸医療センター（地域医療連携室 係長） 
            （コンシェルジュ） 
            （退院支援看護師）  
            （ＭＳＷ） 
茨城県立中央病院 （病院長） 
             （看護局長・がん看護専門看護師） 
             （副総看護師長） 
              （継続看護支援室看護師） 
水戸済生会病院  （病院長）（看護部長） 
        （退院支援調整看護師） 
        （緩和ｹｱ認定看護師・緩和ｹｱﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ） 
        （MSW） 
筑波メディカルセンター（連携拠点） 
取手北相馬保険医療センター医師会病院 
茨城東病院 
JAとりで総合医療センター 
 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

城南病院（院長）（事務長）（MSW） 
北水会記念病院 
日製ひたちなか総合病院（ＭＳＷ） 
志村大宮病院（地域医療連携センター） 
西山堂慶和病院 
日製多賀総合病院 
鹿島病院 
会田記念ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 
つくばセントラル病院 
県立医療大学付属病院 
東京医科大学茨城医療センター 
神立病院 
筑波記念病院 
いちはら病院 
結城病院 

一般・療養 病院 

水府病院（MSW） 
大久保病院（副院長）（MSW)  
青柳病院（理事長） 
      （事務長） 
志村病院（理事長）（事務長） 
      （放射線技師） 
城南病院（院長）（事務長）（MSW） 
東前病院（MSW） 
水戸中央病院（MSW） 
北水会記念病院 
水戸赤十字病院（連携室長） （看護師） 
           （がん相談支援室） 
           （ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ）（MSW） 
ブレインハートセンター（副院長） MSW） 
                （退院支援看護師） 
        

市役所・包括支援センター 

水戸市保健福祉部 高齢福祉課 
 （課長） （所長） （係長） （主任介護支援専門員） 
大洗町 
那珂市保健福祉部福祉課 
 （高齢者支援係） 
笠間市  茨城町  城里町   
東海村(主任介護支援専門員） 
ひたちなか市   日立市 

在宅医療科 

水戸協同病院  （院長）（総合診療科） 
  （整形外科）（看護部長） （看護副部長） 
                    （ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ）（MSW：）  

     NPO法人認知症ケア研究所 
     水戸市社協   （事務局次長） 
               （連携室 係長） 
               （介護支援専門員） 
     東海村社協  （ｾﾝﾀｰ長兼係長） 
     ひたちなか市社協 （介護支援専門員） 
     茨城県難病団体連絡協議会 （会長） 

社協、NPO等 
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ケアマネージャー、MSW、薬剤師、訪問看護師、
PT、OT、ST、茨城大学、葬儀、民間救急車、建築、

マッサージ、美容、ヘルパー、医療機器 

水戸在宅ケアネットワーク（会員数173名、ケ
アマネ52名、Ns20名、歯科医4名、医師3名） 

（管理者）（秘書） 

茨城県立健康プラザ 

茨城県医師会、水戸市医師会 

医師会 

平成24年度成果 

平成25年度連携強化予定領域 
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いばらき診療所みと在宅医療連携拠点推進事業計画 

入院 外来 病院 診療所 

在宅療養支援診療所 
在宅療養支援病院 

在宅医療 

在宅医療科 

利用ガイド 

水戸式認知症 

地域包括ケア 

在宅医療 

退院支援 

院内講演会 医師会会員向け 

在宅医療研修 

在宅医療科 
郡市医師会 

連携拠点支援 

訪問看護師育成 

市町村 

在宅ケアネット 

地域包括ケア 

在宅医療コーディネーター 

育成事業（大学ゼミと連携） 
テキスト作成中 

9月ゼミ開始予定 


