
■地域医療支援部 

   

【はじめに】 

地域医療支援部は今まで在宅医療、訪問看護、相談業務、2012 年度より地域医療連携室が加わり４部署で

運営してきたが、2017 年度より新たにカスタマーコンタクトセンターが加わり、大きくは５部署体制とな

った。 

2018 年 3 月より地域医療支援部の部長として、在宅医療部の大川薫部長が兼務となり他職種連携の強みを

活かし、より一層一丸となって地域医療支援部のミッションを目指している。 

チーム医療を積極的に実践し、在宅医療の内容も訪問診療・訪問看護・訪問栄養指導・訪問リハビリテーシ

ョンと多岐に渡っている。 

この報告書では１，在宅医療部門．２，訪問看護部門．３，総合相談室．４，地域医療連携室．５，カスタ

マーコンタクトセンターの５部署に分けてその活動を報告する。 

 

【地域医療支援部の２０１９年度目標及び方針】 

ミッションとして『患者さまの期待を常に越える医療・ケアを提供し、職員や病院の価値を創造し、 高の

仕事を通じ地域医療及びその関連医療福祉で日本のリーダーとなる』 

目標として『継続的な医療介護サービスを提供し、安心して療養生活を続けられるよう地域の患者さ 

まを支援する』 

年度目標として１．経営効率を高める 

２．災害時の対策強化をする 

３．職場内環境を整備する   

４．内部コミュニケーションを円滑にする 

 

【地域医療支援部の２０１８年度目標評価】 

年度目標として 

１．診療報酬改定に伴い的確に効率よく取得する 

評価；①診療報酬改定に合わせた体制整備として、年度初めに訪問チームでミーティングを実施した。 

②4/20 に効率的な取得に向けた戦略を話し合った。訪問看護 13 件と退院支援他退院時共同加算 

36 件だった。③コミュニケーションの改善として MCS の活用 Teams の活用をした。 

２．災害時の対策強化をする 

評価；①支援部の災害マニュアルの見直しは来年度も継続するが、災害 BOX・ビブス等準備が出来た。 

②研修開催として 5/29 災害レクチャーと 6/26 鴨川市津波避難訓練に参加した。③院内の初動アクシ

ョンプランは出来たが、院外は手を付けていない。④連絡網はあるが災害を想定した確認は出来なか

った。 

３．訪問時の安全運転を徹底する 

評価；①9/7 安全運転講習会レクチャーを実施した。 

４．ＪＣＩに向け、それぞれの役割を明確にし万全の体制を整える 

評価；①段ボールの撤去・非常口の確保が出来た②品質管理室より「JCI のポイントについて」レクチャー

頂き、朝礼で重要事項について確認した。 



５．内部コミュニケーションを円滑にする 

評価；①②全体の研修として 4/11 オービック、8/3 がん相談支援センター、11/6 インフルエンザ対策 

11/9 がんゲノム,2/1CIS＋レクチャー実施。チーム Wの職種紹介として 12/7 訪問ﾘﾊ､3/1 訪問看護を

実施した。質疑応答を通してコミュニケーションが活発に図れた。③訪問朝ミーティング後の医師と

の打せ時、新規利用者のﾌﾟﾚｾﾞﾝ時間の確保をする事で相談しやすくなった。 

尚、連携室と相談室の業務の明確な割り振りをした。 

 

【在宅医療部】2019 年４月現在 

１.人員 医師：専属３名､非常勤３名､ 栄養士２名（兼務）作業療法士３名 事務３名 

２.業務内容  訪問診療・訪問栄養指導・訪問歯科診療、訪問リハビリ､訪問薬剤管理指導（外部薬局に依

頼） 

３.スタッフ紹介 ［医師］大川薫（在宅診療科部長）、藤島正雄（医長）、熊谷安代（医員）、 

吉田賢史（非常勤）、吉崎洋介（非常勤）、高橋亮太（非常勤）  

 

【業務実績統計】 

１，依頼患者数・患者数の推移（1993-2018） 

在宅医療支援部の発足から、現在までの患者数の推移を表したのが図１である。これを見てもわかるよう

に、1999 年より、依頼患者数は急激に増加している。これは介護保険の導入により、医師、看護師の在宅

医療に対する意識が高まったこと、また総合相談室の創設により、退院から在宅医療への移行が円滑になっ

たことなどが関係していると思われる。介護保険導入前後から 140 名前後に増加した依頼患者数も、介護保

険関係施設やケアの充実などにより、ここ数年は 100 名前後で安定していた。なお、2017 年の新規依頼は

89 名であった。担当地域は、鴨川、勝浦、夷隅地区で、南房総市及び館山市は亀田ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ館山で受け

持ち、広範囲の地域をカバーしている。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



２．２０１８年の新規依頼患者内訳 

2018 年の新規依頼患者（89 名）の疾患内訳を示したのが図２である。依頼患者のうち も多いのが緩和ケ

アを必要とするがんの患者で、依頼全体の 53％を占めている。次に多いのが神経疾患 10%、呼吸器関係疾

患 8％となった。以前多かった脳血管障害の患者は、年々減少傾向を示し、それに引き替え悪性腫瘍の患者

が増加した。近年の在宅医療高度化により、重症化した患者の医療を担う傾向となっている。 

 

３．転帰（ご自宅での看取り） 

1992 年からの訪問終了患者の終了件数とご自宅での

看取り件数を示した。各年とも８割以上が死亡によ

る終結であり、2018 年では終了者 47 名中在宅死 30

名で看取りの率は 33.7%であった。着実に自宅での看

取りを実施することで『 期の時を自宅で過ごした

い』と希望される患者には、可能な限りご希望に添

えるようスタッフ一同努力している。 

 

 

 

 

【教育・カンファレンス・その他】 

1．ショートカンファレンス  毎労働日（業務終了時） 

毎夕のショートカンファレンスには在宅医療担当医、看護師、薬剤師、栄養士、作業療法士、事務職

が参加し、それぞれ実施内容の報告を行う。 

2．専門科とのカンファレンス 神経内科、呼吸器内科、総合診療科カンファレンス 各月１回 

各専門科を退院した患者の退院後のフォロー内容や専門科医師との連携方法、退院し在宅医療を受け

る予定の患者の療養方針などを話しあう。在宅医療医師、専門科医師、訪問看護師、薬剤師が参加す

る。 

3．緩和ケアカンファレンス  週１回 

緩和ケアを必要とするがん患者の療養を適切に保つため、さまざまな角度からの検討を行う。 

患者の痛みを医学的に取り去るだけでなく、スピリチュアルペインにも対応するため、チャプレンも

参加している。緩和ケアチーム担当医師、看護師、チャプレン、在宅医療医師、訪問看護師、 

薬剤師が参加する。  

（文責：大川薫） 

 

【訪問看護部門】  

１．はじめに 

医療法人鉄蕉会は、鴨川市に亀田訪問看護センターと勝浦市に亀田訪問看護ステーション勝浦を設置し、住

み慣れた自宅で療養したいと希望する患者に、安定した病状で、安心して生活が続けられるように、院内外

の保険・医療・福祉分野の多職種と連携協働し在宅療養 をサポートしている。亀田総合病院を退院する患

者には、退院支援看護師やＭＳＷとの連携を密にとりながら退院に向けて調整機能を発揮し、また亀田クリ



ニックに通院中の患者の訪問看護の依頼には、主治医や介護支援専門員と即時に連携し、訪問看護の導入を

行っている。訪問看護開始後は、病状の観察を実施しながらセルフケア能力の向上や在宅療養を妨げる可能

性のあるリスク因子をアセスメントして悪化予防に働きかけ、患者を中心とした家族全体の QOL 向上を目的

とした看護サービスを実践している。  

 

【 訪問看護センターの理念 】 

「われわれは、地域の人々がその人らしい生き方を選択でき、その人の幸せを実現出来るように支えていき

ます」  

 

【運営方針】  

（１） 訪問看護サービスは、常にサービスを受ける人の傍らにあり、その人に必要な援助をもっとも あう

方法と優れた技術で、真心をもって実践します。  

（２） スタッフが向上心を持ち、目標実現やキャリアアップを通し、人として成長できる環境を提供 しま

す。  

 

２．業務内容 

疼痛緩和ケア・リハビリ期ケア・家族看護・予防看護・エンド・オブ・ライフケア・小児訪問看護など、疾

患や年齢、病期を問わず、QOL 向上に向けた看護を実践している。いずれも主治医との密な連携のもとに患

者や家族の生き方・価値観を重視し、医療と生活を統合するケアの提供を目指している。これらは、地域で

かかわる様々な職種 とチームケアのもと実践している。また、疼痛緩和ケアにおいては、緩和ケアを必要

とする患者に対し、緩和ケアチームとのカンファレンスを通してコンサルテーションができる体制にあり、

質の高い看護ケアの提供につながっている。  

訪問看護サービスの内容は以下である。 

１）医療保険による訪問看護  

０歳児から高齢者まで、疾患や病期にかかわらず、訪問看護サービスを必要とする方の元にご 利用

いただいている。  

２）介護保険による訪問看護  

要介護１～要介護５に該当（見込み）した方を対象に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 のケ

アプランのもと、利用者や家族を含めたチームで総合的に生活をサポートしている。  

２）24 時間連絡対応体制  

訪問看護センターでは、在宅療養支援診療所である亀田クリニックと連携の元、２４時間体制 で患

者からの様々な連絡に対応し、随時訪問できる体制をとっている。電話連絡の内容の主な内容は、

相談・手技確認が多く、次いで発熱、疼痛、呼吸苦と続く。緩和ケアを必要とするがん患者は、症

状コントロールや療養生活上生じる様々不安に対しいつでも対応でき、在宅での看取りを希望する

患者・家族や、退院したばかりの患者に対して、安心した生活を継続するための重要なシステムで

あるといえる。  

 

 ３． 業務実績  

１）２０１８年度の新規依頼の概要  



新規の依頼は 82 名であった。亀田総合病院の 34 診療科のうち 16 の診療科からの依頼だった。 診

療科別では、呼吸器内科、総合内科、消化器内科、循環器内科、腫瘍内科が上位を占めており（図

1）、いずれの科も多い疾患はがんであった（図２）。  

 

 

診療科別では、呼吸器内科はクリニック通院

中、在宅療養継続の希望がある患者の症状マネ

ジメントや終末期ケア、療養環境整備目的での

依頼の増加、間質性肺炎・慢性閉塞性肺疾患の

終末期で ADL が低下した患者が増えていた。終

末期の苦痛緩和に訪問看護師の役割が多く求め

られた。 

総合診療科は、患者の高齢化に伴い、一人の患

者が複数の慢性疾患の長期管理をしていることがあり、このような患者は、慢性疾患の急性増悪で、

入退院を繰り返す、感染症などの入院をきっかけに日常生活動作が低下し通院困難になるがんなどの

新たな疾患を発症しても侵襲的な治療を望まないなどがある。訪問看護では、生活の中での問題点を

見いだし、患者家族と共有したうえでセルフケ

ア行動の向上に働きかけ、病状が安定して生活

を維持し、入院を回避するようにしている。  

 

２） 延べ訪問件数  

2018 年度の月平均の延べ数は平均 474 件 であ

った（前年度 444 件）。月別で大きく変動はな

く、数年のトレンドでも大きく変化はない。  

 

３）在宅での看取り数 （図 3） 
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図 3 2018 年度看取りの場所内訳 



死亡による利用終了者 65 名中、在宅で看取り

は 50 名であった。15 名は病院や施設での死

亡となっている。死亡による終了者の約 8 割

を自宅で看取ることができた。年度別（図４）

に見ても、在宅死の割合が増加してり、自宅で

期まで過ごしたいと希望する患者や家族の希

望に添った療養生活が送れるように、症状緩和

を始め利用者のニーズにあったサービス提供が

できるように日々研鑽を積んでいる。  

 

 

 

４．人員  

師長：佐々木真弓  

（亀田訪問看護センター所長）  

主任：田嶋ひろみ  

中内陽子（亀田訪問看護ステーション勝浦所長） 

 看護師：10名 （うち訪問看護認定看護師 2 名） 

 作業療法士１名（兼務） 理学療法士２名（兼務） 

 亀田訪問看護センター（鴨川市、平成 4 年開設）6 名  

 亀田訪問看護ステーション勝浦（勝浦市、平成 9 年開設）4名  

 

５．教育  

１）部内勉強会： 

・ 誤嚥性肺炎予防のためのリスクアセスメント 

・ 腹膜透析について 

・ 血糖測定器の使用方法 等 7 回/年 

２）チームカンファレンス：  

メンバー：医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士  

目的：利用者の方針確認・方針検討・問題解決  

３）ナースカンファレンス：週 1 回 45 分間  

メンバー：各チーム看護師  

目的：看護計画の妥当性の検討、ケア内容統一のための情報共有、問題解決  

 

６．講師依頼  

・亀田医療技術専門学校看護学科・在宅看護論各論：久保田智美・山田妙子 ・佐々木真弓 

・院内ＢＬＳ研修・ＢＬＳインストラクター：田嶋ひろみ  

・総合内科研修医対象レクチャー：中内陽子  

・介護職員初任者研修講師 （長狭高校含む）：佐々木真弓 ・中内陽子・田嶋ひろみ 

・亀田医療大学非常勤講師「やりがい事例と困難事例」シンポジスト：中内陽子 
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図 4 年度別看取りの場所内訳 



・亀田医療大学・在宅看護論（小児）：木村奈津子 、（難病）：佐々木真弓 

・千葉県看護協会主催・訪問看護基礎研修講師：佐々木真弓 

・「介護と向き合うすばらしさを知る」シンポジスト：田嶋ひろみ 

 

７．学会発表 

日本エンド・オブ・ライフケア学会 第 2回学術集会  

発表演題「認知症高齢者家族の意思決定支援～口から食べられない時期から看取りまでのプロセス～」 

亀田訪問看護ステーション勝浦 中内陽子 

 

８．執筆 

日本循環期間後学会誌 第 14 巻 

「心不全患者への援助における訪問看護師の困難感」 

 

９．その他  

鴨川市介護保険運営協議会 看護協会代表 佐々木真弓 年 2 回出席  

 （文責：佐々木真弓） 

 

【総合相談室】 

総合相談室はソーシャルワーカー(以下、ＳＷ)とケアマネジャー、退院支援看護師(以下、退院支援 Ns）が

協働する部署である。当室のケアマネジャー・退院支援 Ns にはベテラン看護師(以下 Ns)が配属され、多職

種混合で各専門職の視点を活かすことを特徴としている。Ｋタワー玄関すぐ右手のカウンターの奥には地域

医療支援部の広いオフィスには、総合相談室の他、訪問診療、訪問看護、訪問栄養士、訪問ＰＴ、地域医療

連携室、亀田産業ホームケアサービスの訪問介護員とケアマネジャー、太陽会のケアマネジャーらが共に居

り､朝には約 80 人が顔を合わせる。 

ＳＷは科別に担当を決め、毎週 37 の定期カンファレンス(病棟 Ns、医師、リハビリ、薬剤師、栄養士等)に

参加し、関与が必要な患者情報をいち早く得て、タイミング良く関われるようにしている。医療サービスの

向上、在院日数の適切な短縮等を目指している。精神保健福祉士(ＰＳＷ)も同室で活動し、日常的にリエゾ

ン介入ができる環境となっている。「総合病院の精神科」として当地域の貴重な社会資源となっている。 

当室の支援記録は、電子カルテシステムとは別に、独自のデータベースを持ち、総合相談室職員のみがアク

セスできる。 

当居宅介護支援事業所は病院からの重介護者を多く受け持ち、特定事業所の認可を受けている。 

 

【総合相談室】介護保険施行(2000 年 4月)に向け、1990 年 10 月、ＳＷとケアマネジャーで新設。2008 年 4

月、退院支援看護師を新設。2008 年 10 月居宅介護支援事業所は特定事業所加算Ⅰを取得。 

【亀田リハビリテーション病院】2004 年 6 月開院以来、ＳＷ2名を派遣し、この地域の貴重な社会資源とし

て機能するよう努めている。 

【精神科病棟】2005 年 6月精神科病棟開設時よりＰＳＷ2名を配置。現在４名。当地域唯一の精神科と身体

科の合併症をカバーできる総合病院精神科(40 床)である。院内リエゾンも定着し、精神科訪問看護の他、

地域移行支援会議、就労支援事業所や市とのケース会議等へも積極的に参加している。 



【亀田ファミリークリニック館山】2006 年 6 月開設時から、館山地区担当ケアマネジャー3名が勤務。 

【安房地域医療センター(館山市)】2008 年度太陽会が運営開始し､2009 年 1 月からＳＷ２名出向。2011 年

度､太陽会「総合相談センター」として中核地域生活支援センター「ひだまり」を合体させ、出向ＳＷがセ

ンター長に就いている。ひだまりには精神科分野を含む多重問題の困難ケースが多く、専門家の力が必須

で、当室ＰＳＷが週１回コンサルテーションを行っている。 

 

１．総合相談室の業務内容と２０１８年度の目標と実績   

2018 年度の目標は①介護・診療報酬の算定、②質の向上、③患者宅や他医療機関への訪問、④外来患者の

支援等をあげた。①は後述。②はＳＷは短期間介入が多い為、ケアマネジャーやＰＳＷの長期間介入の事例

発表や、がん関連のレクチャーを Dr や認定 Ns から受けた。③は患者宅にＳＷがケアマネジャーと訪問し、

退院後の生活を自分の目で確かめ、今後の在宅生活をイメージする一助としている。1～3年目ＳＷ5名が延

べ 7回患者宅訪問を行い、その後のアセスメント等に活かせた。地域訪問は地域医療連携室と共に地域の一

般病院や療養型病院７件訪問し、顔の見える相互理解に努めた。毎週水曜には 20 数件の近隣の一般・療養

型病院等に電話し、空床状況を聞き、地域ぐるみでベッドコントロールができることを目指している。④は

｢外来神経難病カンファレンス｣を 2月毎に神経内科外来 Ns､退院支援 Ns､病棟 Ns､ＳＷで開催し、情報共有

した。 

他にも退院支援 Ns は外来患者も支援対象に広げ、当院訪問看護と定期会議の開催や、院外の訪問看護ステ

ーションを訪問し、どの地域でも在宅医療にうまく繋げるよう努力している。 

当院居宅介護支援事業所ではがん末期患者が多く、短期間で亡くなる方や、慢性疾患の利用者は入退院を繰

り返す方が多かった。介護度３以上は 50％前後だった。 

 

２．スタッフ 

室長：鎌田喜子 副室長：児玉照光、打野弘子 主任：清水洋延、師長：吉野有美子 

ケアマネジャー 9 名（看護師 2名、社会福祉士 3名、介護福祉士 2名、ホームヘルパー2名） 

退院支援看護師 3 名（看護師 3名） 

ソーシャルワーカー 23 名（ＰＳＷ4名、ＭＳＷ15 名、亀田リハビリテーション病院 2名、安房地域医療

センター2名を含む） 

 

３．業務統計  

今年度、総合相談室が関わったケースは再介入を含めると 5285((前年度 5385、以下同様) 件だった。うち､

外来は 976 (1277) 件、入院は 3776 (3720）件、受診歴のなしは 188 件だった。亀田リハビリ病院は

306(291)件、受けていた。 

総合相談室が関与した退院数(亀田リハビリ病院含む)は 4137(3930)件で昨年より多かった。病院全退院数

の 18.4％に関わっていた。転帰先は自宅が 2221 (2188) 件、病院へは 961(838)件、施設へ 441(367)件であ

った。自宅退院のうち 270(180)件を訪問看護や訪問診療へつないでいた。一般病院へは 282 (265) 件、療

養型病院は 244(201)件、リハビリ病院へは 353(319) 件で、うち、亀田リハビリ病院へは 278(199)件ほど

転院した。死亡は 439(412)だった。施設は老健施設が一番多いが、薬価等の関係でサ高住や有料老人ホー

ムが増えているように思う。当院からは病院 119 ヶ所と施設 140 ヶ所へ退院していた。 

科別受付数は(入院＋外来)、総合内科 782 (725)件、神経内科 480 (484)件、循環器内科 423(475)件、呼吸

器内科 311(313)件､整形外科 91(285)等で上位５までは昨年とほぼ同様であったが、腫瘍内科が 269(160)件



が 6番目に上がり外来と併せ 100 件ほど増加、泌尿器科も 181(102)件と 15 位から 9位と増えた。がん患者

の依頼は増え続けている印象がある。 

退院支援加算１は 1557(1602)件、介護支援連携は 1397(1183)件退院時共同指導料は 104 件算定した。     

（文責：鎌田喜子） 
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＊ＰＳＷ（精神科ソーシャルワーカー）の業務 

 ４名の PSW が、当クリニックや救急外来受診の患者、当院精神科病棟や身体科病棟で合併症のある患者を

対象に相談や依頼に応じた。合併症治療に関しては特に、精神科リエゾンチームの一員として活動し、当院

の治療機能を更に活かしてもらうべく、近隣の精神科病院との間で円滑な連携体制を築くことに努めてき

た。 

一方、早期退院の為の治療的プログラムへの参加や、退院後の再発・悪化の予防や早期介入を目的とした精

神科訪問看護指導を実施した。 

〈病院内〉 

・精神科病棟プログラム（「生活サポートプログラム」）運営委員会 

：精神科病棟内、看護師及び臨床心理士と共に参加（毎月２回） 

・精神科訪問看護 ： 病棟 Ns と共に実施（１６８件／年） 

・リエゾン回診／カンファレンス： 医師、看護師及び臨床心理士と共に参加（毎週火曜日） 

・行動制限 小化委員会： 医師、看護師及び臨床心理士と共に参加（毎月１回） 

〈病院外〉 

・精神障害者地域移行支援協議会：安房地域／夷隅地域（毎月１回） 

・安房地域心の健康のつどい実行委員会 （毎月１回） 

・他院 PSW との連絡会議：東条メンタルホスピタル・三芳病院・田村病院（隔月１回） 

・その他(不定期開催）：安房保健所断酒学級設営に係わる支援協力／鴨川地域精神障害者 

家族会オレンジ会への支援                      

（文責：清水洋延） 

 

４．介護保険関係                                              

居宅介護支援事業所として、主任ケアマネジャーの認定を４名が受け、特定事業所加算Ⅰの認定を取得して

いる。これにより、介護度 3以上の利用者を 40％維持しなければならない。地域包括支援センターから困

難事例や医療依存度の高い方等の紹介を受けている。予防給付の委託は受けていない。 
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当院のケアプラン数全体では、介護保険導入当初と比して、ケアマネジャー一人当たりの受け持ち数に制限

が加わったことにより、おおよそ 300 件前後である。当院のケアマネジャ－と契約している要介護者の介護

度別の内訳は以下の通りである。 

末期がん患者の新規契約者は月 10 名ほどあり、 期の貴重な時間を自宅で迎えたい患者に短時間で、在宅

生活を送る為の医学的管理や環境整備などを行い、スムーズに在宅に帰れるよう援助した。これからも増加

すると見込まれ、在宅診療や訪問看護等との連携を密にしていく必要がある。 

近では介護保険の普及により、低い介護度からサービス利用している利用者が増えてきたことにより、重

症者 40％維持が難しくなりつつある。今後も当相談室の特徴を大いに発揮し、他職種との連携を密にする

と共に、ケアマネジャーの質の向上に努めていかなければならないと考える。     

（文責：打野弘子） 

  

 

５．カンファレンス・教育・研修・啓発活動 

（１）モーニングカンファレンス・ケースレビュー 

・毎朝、当相談室スタッフ全員で行われ、前日の新患登録患者と退院患者の報告と検討が行われる。 

・SW はケースレビューを毎週月曜日の朝、2チームでアセスメントや方針の共有や検討をしている。 

（２）部内勉強会・カンファレンス ：169 回開催 

〈SW・ケアマネジャー合同〉第１･３火曜日の朝、長期介入等の事例発表や研修報告をした 28 回開催 

〈SW・ケアマネジャー別〉 

・SW は毎週水曜日、ケアマネジャーは毎週火曜日夕方、研修報告、ケーススタディ、勉強会を行って

いる。各 46 回開催 

・SW は毎週水曜日の朝、7～8人の発言しやすい人数で 2チームに分け勉強会を開き、タイムリーな事

例検討や文献抄読等を行っている。14回開催 

（３）学会・研究会発表 

◇千葉県医療社会事業協会 研究発表会 2018 年 12 年 9 日（日） 千葉市 

・白野 光 『急性期病院における頚随損傷患者の QOL を考えた SW 支援』 

  ◇第 61 回日本病院・地域精神医学会総会東京大会 2018 年 12 月 13 日(木)14 日(金) 

・清水 洋延『身体合併症のある高齢精神障がい者への支援事例に関する一考察 

～地域移行・地域定着に必要な条件と総合病院精神科における精神保健福祉士の役割～』 
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（４）講師派遣 

  ・介護職員初任者研修             皆川絵理、齋東清道、打野弘子 

  ・千葉県立長狭高等学校 医療福祉コース講義  皆川絵理、齋東清道、打野弘子 

  ・亀田医療技術専門学校 第 1・第 2看護学科 「精神看護学 3」 清水洋延、栖原千智 ７回 

  ・亀田医療大学ゲストスピーカー  打野弘子、吉野有美子、鎌田喜子 

  ・淑徳大学ゲストスピーカー    清水洋延、鎌田喜子 

   

（５）研修会開催 

  ・『大学生向け SW 研修会』2018 年 9 月 8日(土)   当院Ｋ13 階にて  

講師：総合相談室 SW  

参加者：５つの大学から 14 名(東京福祉大学、上智大学、国際医療福祉大学、文京学院大学、日

本福祉大学) 

（６）実習生受入 

  ・文京学院大学 ３年生 2019 年 2 月 12 日～22 日  2 週間 

  ・亀田医療大学 ３年生 2018 年 10 月～2019 年 2 月 19 回 37 名 

（７）地域連携訪問  ７医療機関(昨年 38 機関) 顔の見える関係ができ、来なくていいと言われた。 

                                      （文責：鎌田喜子） 

６．その他の活動 

がん相談支援センター 

当院は国の地域がん診療連携拠点病院の指定を受け、｢がん相談支援センター｣を総合相談室が担っている。 

【相談】年間延べ 4214 件（面談：2650、電話：1528、その他：36）の相談があった。 

【ピア・サポート】千葉県地域統括相談支援センターの行うピア・サポーターズサロン千葉に協力し、当院

内でもサロンを 1回実施(9/28)。 

【患者会】「アロヒカイ」やガーデニングボランティア「ナチュラルガーデン」の会の活動が円滑に進むよ

う支援をした。 

【就労支援】講演会『がんと診断されても働き続けるために～知っておきたいこと～』(11/20）を開催。が

ん患者への就労支援への取り組みとして一般市民向けに「がん就労支援講演会」を実施し、当院薬剤師と社

会保険労務士からお話をいただいた｡ 

【がん冊子･書籍･チラシ】がん関連の冊子･書籍、がん講演会等のチラシや患者会情報誌等の掲示や管理。 

【総合相談室向け勉強会】今年度は乳がん（6/13､6/20）、肺がん（8/29）、アピアランス（10/24）、がんゲ

ノム医療（11/9）、両立支援（12/26）、がん看護外来について（1/28）医師や認定看護師、関係職種の方々

にお願いして勉強会を開催した。 

【院外の勉強会】千葉県がん診療連携協議会相談支援専門部会では年 2回、相談員の研修会を開催してお

り、相談員の質の向上と連携強化目的に参加した。①『地域相談支援フォーラム、AYA 世代のイロハ』②

『がんと妊孕性』。その他、『がん専門相談員に必要なゲノム医療』、『がん診療病院と患者会の意見交換会』

にも参加した。 

◆担当：児玉照光、小口修、牧野恵美、吉野有美子、君塚法子          

    唐鎌房子、大橋洋子、黒川亜純、川名清子                

（文責：児玉照光） 

       



安房地域難病相談支援センター 

千葉県内には難病相談支援センターが 9ヶ所設置されている。安房地域を担当する当センターでは「医療・

福祉の総合的な相談、情報提供、講演会の開催、就労支援、また患者会等の自主的な活動を支援するなど、

地域で生活する難病患者やその家族の日常生活の質の向上」を目的として､活動を展開している。 

【相談件数】 ３１５ 件  

【コミュニケーションエイドの貸出事業】伝の心、指伝話、レッツチャット、スイッチ類、ポータブルスプ

リングバランサー(右利き用)の貸出を実施。今後も当院リハビリスタッフとも協力し、新しいコミュニケー

ション機器の導入も検討していく。その他、日常生活用具給付事業や補装具費支給制度等の手続き支援もし

ている。今年度はリハケア文化祭(＠亀田医療大学)での出展や研修会で、当事者や地域の方、支援者にも実

際にお試しいただいた。 

【吸引研修】「介護職員等による喀痰吸引研修等第 1･2 号研修」を継続学習センターの協力を得て今年度も

実施した。19 名が受講された。 

実地研修は、基本的には受講者の所属施設で行うが、対象者が施設にいない場合も多く、研修先への橋渡し

も行っている。今年度は、鴨川地域は小田病院・複合型サービス事業所フローラ、館山方面では館山病院・

安房地域医療センターへ直接ご相談し、実地研修先として受け入れて下さることとなった。 

【研修会】 

・11/8(木)神経難病のつどい「自宅でできるストレッチ（当院島袋訪問 PT）」 

毎年保健所が行っているつどいと共催で行い、実際に参加者の方にも実演していただいた。 

・11/27(火)「コミュニケーションエイド講演（みどりの牧場企画 玉浦氏）」 

新の機器や視線入力装置の紹介の他、患者それぞれに応用したスイッチについて学ぶ機会になった。 

【交流会】 

・12/8(土)「クリスマスコンサート」 

毎年恒例の患者同士・患者と支援者の交流を深める良い機会となっており、初めて参加された方からも好評

で、リピーターが増加傾向にある。患者自身が出展する紙細工や手芸の紹介コーナーでは、｢作品から力や

勇気をもらった｣という声もたくさんあがり、ピアサポートの重要性を再確認できた。安房地域では患者会

が少なく、患者同士の交流の機会が限られている現状があるが、今後も患者会支援を継続していきたい。 

◆担当：大川薫、田村希美、石井知美、渡辺歩実、高畠和恵 

◆事務局：大橋洋子、中村雅代 

（文責：田村希美） 

 

ノーマリゼーションセンター 

障害者雇用促進を目指し、活動している。2011 年 1月に開設したワークサポート室では、身体障害者手

帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持つ職員 11 名が働いている。業務内容は院内各部署から依頼される発

送作業やシュレッダー、パンフレットの折り込み、スキャナ、ＰＣ入力等である。 

2018 年度は「法定雇用率達成」を重点課題として取り組み、6月に法定雇用率 2.2%を達成することができ

た。しかし、その後は法定雇用率を下回っている。 

引き続き、法定雇用率の達成と、スタッフの就労継続を目標に取り組んでいく。 

◆担当：齋東清道、橋本理恵、白野光、福原由美子（人事課）         

（文責：齋東清道） 

 



【地域医療連携室】 

当室は亀田総合病院と他の医療機関とのやり取りをスムーズにすることのみならず、南房総地域における

医療・福祉・介護のすべてにかかわるネットワークの改善・有効活用を目標とすることで、地域の住民に

より安全で安心した生活を送っていただけるように活動していきたいと考えている。現在の重点項目は、

当院と他医療機関さまとの関係性の構築である。当院が率先してコミュニケーションの改善を図ること

で、他医療機関との「信頼関係」を構築することが肝要である。それを成し遂げて初めて、南房総ヘルス

ケアネットワークの改善を地域全体で考え始めることができる。 

 

１．２０１９年度目標 

  『顔の見える関係を軸にした、コミュニケーションネットワークの構築と促進』 

１）訪問を継続し、情報の共有を図る 

２）地域病床の有効活用を図り、住民が安心できる医療環境を確保する 

３）地域連携情報サイトを、院内外で広く活用できるようにする 

４）勉強会や交流会を活発にする 

５）災害時の対策強化をする 

 

２．２０１８年度目標の評価 

１）『訪問を継続し、情報の共有を図る』について 

今年度の訪問件数は７件であり、初めて訪問する機関が２件あった。また、より連携を深めるため、

再訪問も５件行った。 

２）『地域病床の有効活用を図り、住民が安心できる医療環境を確保する』について 

地域医療機関さまの病床がうまく活用されるよう、調整を図った。 

３）『地域連携情報サイトが、院内外で広く活用されるようにする』について 

紹介の際などに役立てて頂く様、千葉県病院一覧を掲載した。また「食の連携」として一部連携医療

機関の食形態の分類を掲載し、転入院時等に役立てている。 

４）『いすみや君津地区での勉強会や交流会を活発にする』について 

玄々堂君津病院にて ELNEC-J を開催した。様々な医療機関からご参加いただき、有効的な交流が図れ

た。 

   

３．業務紹介 

１）全体管理  ①地域医療連携室の体制作り 

②市民や地域からの要望を元に関係各所の改善を実施 

③活動状況分析と新たな問題点改善の実施 

④「亀田・地域・患者さま」のメリットや明確な評価方法を構築 

⑤地域連携室全体の情報共有 

２）交流・連携 ①内部・医療福祉施設・市民・行政関係者等の交流検討 

②地域医療・福祉機関の訪問 

３）内部整備  ①院内の状況を共有してスムーズなベッドコントロールを目指す 

②紹介状返書業務を亀田 CL 内で業務の構築 



４）情報化   ①地域連携情報サイトの充実・活用 

②情報誌等の充実・地域への返信 

５）教育    ①看護・介護勉強会 

②講演会・交流会の充実 

６）災害対策  ①災害時の医療機関との連携 

 

４．構成員 

疼痛・緩和ケア科の蔵本浩一医長を室長とし、診療部外科の草薙洋主任部長、事務スタッフ７名で活動し

ている。 

地域医療連携室会議は、診療部３名、看護師５名、薬剤師１名、ＭＳＷ２名・亀田医療大学１名 

と事務スタッフ７名合わせて１９名が意見を出し合い情報共有しながら協業している。 

今までの実績を基に、これまで以上に地域とも連携を深めていきたいと考えている。 

 

５．年間活動内容と実績 

１）地域医療機関訪問として、医師・看護師・SW・事務等の３～４名で７施設訪問した。 

２）「医療機関連携の覚書」締結 ２０１８年度は新規に５施設と覚書の締結をし、８１施設となっ

た。 

３）地域医療連携室会議として月１回実施しており、第１３４回迄終了した。 

４）第９回地域医療連携交流会を２／６に実施した。 

「患者・家族の事前意思と救急搬送～南房総の現状を知る～」をテーマに開催した。講師として

安房郡市区域市町村圏事務組合消防本部：松井徳弘副主査、松本・山下綜合法律事務所：山下洋

一郎先生、院内より救命救急センター：不動寺純明センター長、疼痛・緩和ケア科：関根龍一部

長にお話しいただいた。地域より３５施設８５名が参加し、院内職員も加わり総勢１４８名が参

加した。多数の方がご参加くださった為、今回は地域医療支援部内にサテライト会場も設置し、

交流会にご参加いただいた。懇親会では会場を変え、２１施設４８名、院内職員も含め８３名に

ご参加いただき、顔の見える関係を促進した。参加施設のご挨拶では、覚書を締結している施設

について、地域連携情報サイトをお見せしながら行い、サイトの周知も図った。 

５）安房地域・いすみ地域での看護勉強会の実施 

ア．安房地域看護勉強会 

安房地域医療センターを会場とし、４回シリーズの看護勉強会を開催した。８／３１「救急看護

についてⅠ」・９／７「救急看護についてⅡ」を救急看護認定看護師 奥脇和男、１０／１２「精

神看護について」を精神看護認定看護師 高梨美穂、１２／８「心不全看護について」を心不全

看護認定看護師 平野美樹が講師を務め実施した。それぞれ参加者は、３０名、３７名、２２

名、２９名だった。 

イ．ELNEC-J コアカリキュラム 

① 玄々堂君津病院   ９／２２（土）・２９（土） 参加者１４名 

② エビハラ病院   １０／２７（土）・２８（日） 参加者２０名 

千葉大学医学部附属病院－藤澤陽子がん看護専門看護師（①②）、佐藤絹代緩和ケア認定看護師

（①②）、千葉医療センター－手渡和子緩和ケア認定看護師（①②）、東京逓信病院－古井奈美緩



和ケア認定看護師（①）、当院の千葉恵子緩和ケア認定看護師（①②）が講師となり、終末期医療

について学びを深めた。 

ウ．がん看護勉強会９回コース 

当院にて、６／１９－緩和ケア、７／１１－化学療法と看護Ⅰ、９／６－化学療法と看護Ⅱ、 

９／１８－オンコロジック・エマージェンシー、１０／１６－放射線治療と看護、１１／ 

２０－手術療法と看護、１２／１８－スピリチュアルケア、１／２２－がん看護総論Ⅰ、 

２／１９－がん看護総論Ⅱを実施した。それぞれ４１名（内院外２０名）、４０名（２０名）、 

２９名（１８名）、２８名（１２名）、２２名（４名）、２４名（１０名）、２５名（６名）、 

１８名（７名）、１８名（7名）の参加があった。 

６）地域医療機関さまと亀田総合病院をつなぐ情報誌「かめだより」の発行 

がん地域連携パスだよりを平成２２年８月創刊して以来、第１５号より地域医療連携室だよりと

名称を変更し毎月発行している。当院各科部長・他院院長より地域連携に関する情報を掲載する

と共に、当院企画の看護師勉強会のご案内等掲載している。平成２６年度からは内容をリニュー

アルし、第４５号より年４回発行にして連携を深めていける様、より充実した内容に努めてい

る。今年度で６３号まで発行している。 

７）紹介状について 

クリニックや救急外来への紹介状持参患者は１日平均４０件ある。受診報告及び入院報告につい

ては２０１１年度より事務的に御報告通知を郵便で１００％返信している。担当医師からの返信

率は、電話での催促にて９０％を少し超えるまでになっている。１００％の返信率を目指した

い。 

８）死亡退院報告書について 

ご紹介を頂いた患者が死亡された場合、郵送してお知らせしている。 

担当医師から紹介機関へのお返事がされていない場合は、当室より担当医師へ報告書作成の依頼

をしている。依頼から１週間以上経過した場合、再度依頼をかけている。２０１８年度は当室か

ら依頼したものは２８５件、発送は２６３件である。 

９）今後も地域医療連携室としての実績を報告することにより連携室の活動指標の見直しを行い、改善

の一助にするとともに、得られた情報を院内に向けて発信していきたい。               

（文責：蔵本浩一） 

 

【カスタマーコンタクトセンター】 

はじめに 

当窓口は 2005 年より、専任担当職員が常勤し対応している。そして、2017 年度より、今までの患者サポー

トセンターから新しい体制でカスタマーコンタクトセンターとして再スタートをした。               

１．２０１９年度の目標及び方針 

① 財務の視点：患者サポート体制の充実 

② 顧客の視点：患者・家族支援体制の調整と対話促進    

③ 内部プロセスの視点：他職種連携の強化   

④ 学習と成長の視点：医療安全又は患者支援に関する内容の研修参加 

 



２．２０１８年度評価 

① 患者サポート体制の充実化 

結果：患者支援にかかわるカンファレンスを年間 50 回実施。 

③ 患者家族からの相談などの一次対応 

結果：患者・家族から発信されるメーセージを正確に記録し、回答事案 100％達成。 

④ 相談・苦情事例の分析・情報共有 

結果：当該部署へ相談後の経過と結果のフィードバック並びに情報共有する事が出来た。 

⑤ 教育 

結果：教育資源の有効活用とし、医療対話推進者の質向上を目的とした院外研修に参加。  

 

３．カスタマーコンタクトセンターの業務紹介 

   スタッフ数 ３名 速水昭雄、後藤裕子、寺下智美 

① 苦情・ご意見・問い合わせ対応業務 

亀田メディカルセンター並びに関連事業所を利用され感じられた患者やご家族のご意見、ご提

案、苦情、疑問などの声をお聞きし、ご利用される皆様方の満足・サービスの向上のために適

切に対応する窓口機能である。電話・面談・Ｅメール・手紙などで頂いたご意見を当該部署に

フィードバッグし、医療の質向上と病院として管理運用の改善に努めている。特に、診療（医

師）、看護師に関する苦情・疑問は、担当医師、診療部長、医療安全、看護部などと連携し対処

している。 

② 退院患者のアンケートのコンタクト対応業務 

現在、９病棟の退院患者に医事課職員の協力を得て、アンケートを実施している。退院後コン

タクト可能な患者に当センターよりご意見を求め、サービスの改善・新たなるサービスへ繋げ

るよう努めている。そして、当センターで収集した患者・家族からの感謝・感動のご意見の中

から特に大きな感動を与えた職員と、職員として働く喜びをもたらした部署を選考し、

Customer Voice AWARDS 2018 と称し、表彰式を実施した。 

③ 患者支援にかかわる取り組み評価のカンファレンス開催 

週に 1回程度、事案内容により当該部署責任者と患者・家族支援にかかわる取り組みの評価カ

ンファレンスを開催している。 

④ カスタマーコンタクトセンターサポート委員会開催 

事案の共有並びに退院患者の感動の声を、関係部署のサポート委員の皆様に報告すると共に、

ご意見とアドバイスを頂く事を目的とし、月に 1度委員会を開催している。 

⑤ 実績  2018 年度苦情総件数 517 件 

  



表 1 :  

  

表 2 :  

 

  

（文責：速水昭雄） 
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