
在宅医療関係者会（かんしゃ会） 
 平成26年7月8日 （大津） 

  

『おうみ在宅療養連携シート』構想 
『在宅療養サポートチーム(ｈST)』構想の実際 

 大津市医師会 学術部副部長 

     在宅療養推進委員会 委員 

  医療法人 西山医院  西山順博 

～むすびの和の理念を伝授していただき、 
        産声をあげた「おうみ在宅療養連携シート」 
       早いもので、１歳半になりました m(_ _)m ～ 



滋賀県二次保健医療圏 滋賀県面積：4,017 Km2 
  

滋賀県：141.7万人 
大津市：34.2万人  

大津市の高齢者(65歳以上) 

19.9%(H.21.4)→23.0%(H.26.1.) 
 滋賀県：20.0%→22.3%(H25.7.)→22.7%  

滋賀県には7つの 
 二次保健医療圏がある 
大津市医師会は 
     開業会員：約230名 
     勤務医会員：約200名 
 これに加え 
  滋賀医大医師会 
  大津赤十字病院医師会がある 
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滋賀の医療福祉に関する県民意識調査 
滋賀県医療福祉推進課（平成24 年7 月25 日～8 月13 日） 
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滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
 
 ＊おうみ在宅療養連携シート構想 
            （2012年4月より） 
  
 ＊在宅療養サポートチーム構想 
    （Home care Support Team：hST） 
            （2012年10月より） 



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
 
＊おうみ在宅療養連携シート構想 
            （2012年4月より） 
  
  

・2012年4月：大津市三者会にて提案→試験稼働開始 
  

・2012年10月：大津市医師会在宅療養推進委員会結成 
  

・2012年11月：第一回大津市医師会在宅療養推進委員会開催 
 

・2013年1月12日(土)14時～16時：琵琶湖ホテル『ローズ』 
     ：在宅療養支援研究会にてお披露目 





2013年1月12日(土)14時～16時：琵琶湖ホテル『ローズ』 
在宅療養支援研究会にてお披露目 









 



 ICIDH（国際障害分類）モデル（１９８０）   

ICD（国際疾病分類）  
International Statistical Classificationof Disease and Related Health Problems 

 
ICIDH（国際障害分類）モデル（１９８０） 
International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps   
 
 

機能・形態障害   脳卒中、脳性麻痺、手足の切断、先天性の心臓奇形など 

   ↓ 
能力障害       歩くことが困難、字がかけない、仕事が できないなど  

   ↓ 
社会的不利     職を失う。社会参加ができない 
 
 身体的機能障害に着目し、それを固定的にとらえ、能力障害、 
     社会的不利を必ず生み出すとの直線的相関性を強調しすぎ 
 
 身体的機能障害をはじめとして、マイナス面に着目しすぎている 



ICIDH（国際障害分類）モデル1980 

個人因子 

心身機能 
・ 

構造 

生活機能 

健康状態 

健康 

障害 



ICF（国際生活機能分類）の考え方 

• 従来の国際障害者分類では、社会的不利（生活の困難さ）は、障害（疾病）が
あるとことが主な原因と考えられていた。 

• ICFはそれとは異なり、たとえ脳卒中で麻痺があり、車いす生活でも、車いす
への移乗を手助けしてくれる人がいて、駅にはエレベーターがあり、駅員さん
の協力があれば旅行は可能であるという考えに基づいている。 

• 障害や疾病を持つことが、人の生き方を左右するのではなく、本人を支える
方法が充実し生き方や願いなどに目標が統一されていれば、本人の活動が
増え、社会活動が活発になることを示している。本人が知らなかった潜在能
力も見出さることにもなり得る。 

• つまり、ICFは、「心身・構造機能」「活動」「参加」「環境因子「個人因子」「健康
状態」がそれぞれ相互に影響し合っているという考え方である。 

 



ICF（国際機能分類）モデル2001 
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在宅療養を支援する本来の意味 

    

  入院医療・「生きていること」,命への支援（医学的対応） 

  在宅療養・「生きていくこと」,生活への支援 

                   （多職種連携によるチームケア）                  
      １．医療支援（医療・看護・リハビリなど） 

      ２．介護支援（移動・移乗・外出・歩行・食事・排泄介助） 

      ３．生活支援（住まい・食事・掃除・ゴミ出し・買い物などの支援） 

      ４．生きがい支援（思いや願いを達成する）・QOLの向上 

 

本人が、現在のくらしの中で、何ができて、何が不自由なのか、その不自由さを誰が
助けているのか、家族がいても、１日２４時間、専門職のケアが介助できるのは、せい
ぜい３時間。残り２１時間は、本人か家族である。 

 



おうみ在宅療養連携シート 
理念『こころの平安』 Web 

 



訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ指導 

在宅療養に携わっている方々 

急性期病院 
NST 

かかりつけ医院 

在宅薬局 

訪問看護ステーション 

行政 

保健所 

宅配食企業 

食品・製薬企業 

訪問栄養指導 

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 
管理栄養士  臨床検査技師  
理学療法士 言語聴覚士 
作業療法士 歯科衛生士 
ソーシャルワーカー（MSW） 

委託検査機関 

歯科医師・歯科衛生士(訪問) 

在宅介護職員（介護福祉士・ヘルパー） 

ケアマネージャー 

家族 
 
 患者 

療養型 
病院 

民生委員 ボランティア ご近所さん 宗教家 高齢者住宅 

包括支援センター 

福祉用具 

三方は どの立場？ 
  どの職種？ 
  どの業者？ 

患者(利用者)・家族よし 
医療・福祉従事者よし 

世間よし   三方よし 



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
 
 ＊おうみ在宅療養連携シート構想 
            （2012年4月より） 
  
 ＊在宅療養サポートチーム構想 
    （Home care Support Team：hST） 
            （2012年10月より） 



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
  

＊在宅療養サポートチーム構想 
   （Home care Support Team：hST） 

            （2012年10月より） 
  
  

・2012年10月：チーム大津京決起集会  

・2012年10月以降2ヶ月毎の定例会を実施（偶数月の第一金曜） 
  

・2013年3月：多職種協働による在宅チーム医療の推進に向けた 
 地域リーダー研修 （滋賀県が主催し、大津市の代表が出席） 
 

・2013年10月：医療福祉関係者合同研修会（前期） 
・2014年2月：医療福祉関係者合同研修会（後期） 



チーム大津京のご案内 

2012年10月26日、『チーム大津京』 代表：矢守友樹（ふれあいサポート西大津）の決起集会が開催されました。 

今後、在宅療養をされる患者さん（利用者さん）はどんどん増加していくことはご承知のごとくです。ほんだクリニック（本多和彦先
生）がおうみ在宅医療ケアメーリングリスト（ML）を開設され、在宅療養を何とかしなくてはという熱意のある方の参加が６０名を超
えていることをお聞きする一方、まだ他郡市には遅れを取っていることが歯がゆいところです。MLで、いろいろのご意見をお聞きし
ていて、在宅療養を充実していくためにはもう少し細分化したエリアごとの活動を充実させ、それをMLに挙げていくことも必要では
ないのかと感じました。また、PC？ML？クラウド構想？にうまく参加できない、私の様なアナログ人間も多くいるのでは？そこで、
ここはもっとアナログに昔の寺子屋風味に集会ができるチームをつくろうと考えました。在宅療養における医療職の役割はほんの
少しです。医療職の目線ではなく、介護・福祉職の目線、できれば利用者（患者）さん目線の定例集会を行います。介護・福祉を知
らない医療職と医療を知らない介護・福祉職が一緒に集うことで、双方のことが分かり合い、スキルアップし、医療職と介護・福祉
職のチームになれば鬼に金棒ではないでしょうか？もちろん、すでに動き出した 『おうみ在宅療養連携シート』 をうまく活用できる
にはどうして行けばよいのか？モデルケースとして小さな我々のエリアから医薬連携、医科歯科連携なども模索していき、そのス
キルを各々の職種の会に持ち帰り、三者会や病診連携、薬薬連携にも活かせてもらえるようにと考えています。 

 

定例集会を偶数月の第一金曜日（20時30分～21時30分）に医療法人西山医院にて行います！ 
 

『チーム大津京』での活動内容はすべてMLにて報告させていただき、MLを掲示板に使わせていただく事をお許しいただき、 

MLの皆様にも暖かくご支援いただければ幸いです。             

   事務局 医療法人 西山医院 西山順博 滋賀県大津市皇子が丘2丁目2－12 TEL：077-523-2078 FAX：077-523-2234 

URL：http://www.nishiyama-iin.com MAIL yori925airiku@zj9.so-net.ne.jp 

参加方法：  yori925airiku@zj9.so-net.ne.jp  までメール、もしくは077-523-2234 までFAX にて、 

 タイトル ｢チーム大津京 参加希望」でお名前所属をご連絡ください。定例集会に直接お越しいただいてもOKです。 

営利目的での参加はご遠慮いただいております。 

参加規約：大津京近隣で、医療・介護・福祉に携わってる方であればだれでも参加できます。 

http://www.nishiyama-iin.com/
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チーム大津京の開催状況 

開催日 テーマ 参加 
人数 

備考 

決起 
集会 

2012年 
10月26日 

『在宅療養システムICT』 11名 県医師会事務局プレゼン 

第１回 2012.12. 『おうみ在宅療養連携シート』の公開に向けて 15名 事例検討 

第２回 2013.2. 胃ろうをはじめとした人工栄養について 10名 

第３回 2013.4. 在宅療養における薬剤師の役割 15名 

第４回 2013.6. 在宅療養における管理栄養士の役割 22名 摂食嚥下連絡票の紹介 

第５回 2013.8. 在宅療養における歯科・歯科衛生士の役割 29名 『いのちのスープ』 

第６回 2013.10. 在宅療養における福祉用具の役割 30名 BBC取材・わらび餅 

第７回 2013.12. 在宅療養における介護支援専門員の役割 21名 嚥下訓練食の試食 饅頭 

新年会 2014.1. ノミ二ュケーション 21名 お好み焼きパーティー 

第８回 2014.2. 在宅療養におけるﾍﾙﾊﾟｰ（入浴ｻｰﾋﾞｽ）の役割 20名 腰に優しい介助技術 饅頭 

第９回 2014.4. 在宅療養における訪問看護師の役割 27名 グループワーク 饅頭 
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第10回 2014.6. 医薬品の半固形状流動食の実演 グループワーク  





 



 



第１回チームほんだ決起集会 
栢木寛照先生座談会 

2012年10月２８日（ほんだクリニックにて） 



 



第１回 多職種による在宅療養勉強会 
（第３回チームほんだ勉強会）「褥創」 

2013年10月20日 

 



第１回 大津の北の方の在宅療養ミーティング（仮） 
2014年1月23日 



第2回 大津の北の方の在宅療養ミーティング（仮） 
2014年3月27日 



滋賀県大津市での 
       地域連携の取り組み 
  

＊在宅療養サポートチーム構想 
   （Home care Support Team：hST） 

            （2012年10月より） 
  
  

・2012年10月：チーム大津京決起集会  

・2012年10月以降2ヶ月毎の定例会を実施（偶数月の第一金曜） 
  

・2013年3月：多職種協働による在宅チーム医療の推進に向けた 
 地域リーダー研修 （滋賀県が主催し、大津市の代表が出席） 
 

・2013年10月：医療福祉関係者合同研修会（前期） 
・2014年2月：医療福祉関係者合同研修会（後期） 



おうみ在宅医療ケアメーリングリストのご案内 

2012年2月4日、「医療ケアを必要とする難病患者の在宅医交流会」が開催され、 

気軽な「しゃべり場」を持とうと、メーリングリストを開設しました。 

現在他職種からご参加頂き、「在宅医療連携シート」の運用・活用への討論の場となり 

「顔の見える関係」構築のための有効なツールのひとつになりつつあります。 

診診連携の成立（在宅看取含む）、「困った時」の相談（即対応）など 

有効活用例も多数あります。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

   ＭＬ管理責任者 ほんだクリニック 本多和彦 

 

平成24年8月31日現在 参加者 58名 現場の訪問看護師さん、ケアマネさん、ソーシャルワーカーさんはもちろん 

大津市医師会 大津市保健所 大津市薬剤師会 大津市介護支援専門員連絡協議会 滋賀県医師会 

滋賀医科大学 大津市民病院 社会保険滋賀病院 滋賀県健康福祉部 大津市役所健康長寿課 など 

関係所属の方々のご参加があります。 

県外からは佐久総合病院 地域ケア科 北澤 彰浩 先生にもご参加頂いております。  

 
    

P-01 

参加方法： info@hondaclinic.net まで タイトル ｢ML参加希望」で 
お名前所属をメールでご連絡ください。 

Yahooグループを利用した双方向型のメール同時配信システムです。 

 参加規約：１ アンチウイルスソフトの導入  ２ 投稿には所属氏名  ３ 内容は転載不可（マルチポストはＯＫ） 

mailto:info@hondaclinic.net


2012年2月 ＯＺＩＣ（大津在宅医療ケアメーリングリスト） 誕生 

もとは（神経）難病に関する在宅療養の懇話会から 

2012年4月 “おうみ”在宅医療ケアメーリングリストと改称 

2012年6月 おうみ在宅療養連携シート構想 （岡山プライマリケア学会を参考） 

2013年1月 在宅療養支援研修会 

2013年2月 在宅医療研修会 

演 題  『多職種連携に必要な地域連携シート  
               ～むすびの和の理念と実際～』  
講 師  岡山プライマリ・ケア学会 会長 宮原 伸二先生  
 

演 題  『こんな地域で暮らしたい―佐久総合病院の活動より―』  
講 師  佐久総合病院 副診療部長・地域ケア科医長 
      北澤 彰浩先生  
 

第1回 おうみ在宅療養連携シートを使ってみようの会 



第1回 おうみ在宅療養連携シートを使ってみようの会 

おうみ在宅医療ケアメーリングリストの有志による 

多職種でのグループワーク ・症例検討会） 
日時 平成25年6月16日（日） 
場所 明日都浜大津５Ｆふれあいプラザ 中会議室 



～多職種協働による在宅チーム医療の推進に向けて～ 

◆平成２５年１０月６日（日）１３：００～１６：００ 

大津市民病院 ９階会議室 

◆平成２５年１０月２７日（日）１３：００～１６：００ 

和邇すこやか相談所 集団指導室 



制度への不満 

緊急時に対応出来きる 

システムづくり 

多様なニーズへの 

対応（施設） 

介護保険で 

対応できない 

人材 情報共有 

在宅サポートの 

住民への 

周知 

啓発 

介護認定の 

公平性 
手続きに 

手間がかかる 

料金が 

安く受けられるように 

費用の 

心配が内容に 

自分自身の終末期の迎え方は？ 

家に帰りたいという意志 

家族に不安のない 

在宅のイメージ 

在宅看取りを行える 

ケアマネのスキルアップ 

訪問してくれる 

栄養士の数が少ない 

人材育成 

薬のことは薬剤師に 

という意識づけ 

在宅看取りをしてくれる 

往診医がもっといてほしい 

毎日の状況が 

わかりやすい 

（共有できる） 
帳票が必要 

みんなが 

わかりやすい 

システム 

他職種の 

情報の共有 

褥瘡等について 

他科への連携 

顔の見える関係 

医療連携を作るため 

飲み二ケーション 

行政の協力 

金銭的な補助 ディサービスに 

なじまない人に対する 

サービス 

話を傾聴して欲しい 

サービスをもっと受けられるように 

シルバーセンターを 

もっと気軽に活用できる 

手段が欲しい 

介護保険などで 

対応してもらえないことを 

して欲しい 

（庭掃除など） 

家族会が 

もっと欲しい 美味しい配食 

もっとおいしそうな宅食 
いろんなタイプの 

ディサービス 

ディサービス 

の充実 在宅での緩和ケア 

交通状況が悪くても 

ケアしにきてくれる 

移動手段 

輸血とか 

病院でしかできない処置 

を受けるために 

介護タクシーが高い 

家にいながら 

いろんな訪問 

急な対応（泊まれる） 
をしてくれる 

在宅にいながら 

病院のような 

サービスが 

受けられる 

緊急時受け入れ病院 

24時間 

いつでも往診できる体制 

訪問診療・在宅 

看取り 24H 365日 

旅行もできる 

夜間の見守り 

欲しい 

24H安心して 

在宅療養が 

受けられる 

24時間安心して 

サポートを受けられる 

訪問看護 

患者主体の在宅医療 



～多職種協働による在宅チーム医療の推進に向けて～ 

◆平成２６年２月１６日（日）１３：００～１６：００ 

大津市民病院 ９階会議室 

◆平成２６年２月２３日（日）１３：００～１６：００ 

和邇すこやか相談所 集団指導室 

 



医療福祉関係者合同研修会（後期研修）                   

タイムスケジュール  
時 刻 内  容 構 成 内 容 時間 

１３：００ 研修会をはじめるにあたって ○研修会の趣旨説明 

○前期研修の振り返り 

 ５ 

１３：０５ 在宅医療に関わる各職種の役割・機能につ
いて 

○各職種からのプレゼンテーション 

各職種：説明７分 （訪問看護師・介護支援専門員・あんし
ん長寿相談所） 

２５ 

１３：３０ 多職種での顔の見える関係づくり ○自己紹介（職種、氏名、学区） 

○名刺交換  ＋  休憩 

３０ 

１４：００ 在宅医療を推進するうえでの地域課題と解
決のための取り組みについて 

ＧＷについての説明 

【ＧＷ１】（フリートーク） 

・エリア内の医療福祉資源の現状 

・エリア内の在宅医療の目指す姿 

【ＧＷ２】（ＫＪ法） 

・目指す姿を実現する（在宅医療を推進する） 

 うえでの課題 

【ＧＷ３】（ＫＪ法） 

・目指す姿を実現する（在宅医療を推進する） 

 ために自分たちができること 

 （実践計画）⇒ 在宅医療推進宣言書の記入 

 ５ 

２０ 

 

 

３５ 

 

 

３５ 

１５：３０ 各グループからの在宅医療推進宣言 【ＧＷの発表】 

・各グループ ３分 

１０ 

 

 

１６：００ 

本日のまとめ 

修了証書授与 

終了 

○グループ及び全体 １５ 





人員 

情報 

会議の参加 

会議の方法 

多職種が 

チームになることを 

患者さんが 

遠慮しないか？ 

近隣の 

つきあいがない 

地域住民への啓発 薬剤師を 

利用する 

訪問薬剤師の 

積極的参加 

薬剤師の 

役割の啓蒙 

医者、看護師のみならず 

歯科医師、薬剤師、 

ヘルパーも 

初めから参加する 

退院した後は 

１ヶ月後にサービス 

担当者会議をしては？ 

具体的なやり方を 

決めてしまう 

会議で決まったことを 

１－２ヶ月後に見直す 

担当者会議の 

回数を増やす 

初回プランニング後に 

評価を（１ヶ月以内） 

個人情報の 

管理は誰が 

責任をとるの？ 

サービス担当者会議に 

積極的に参加する 

担当者会議の 

時間調整が 

つけにくい 

退院時カンファレンスに 

在宅医が出席する 

多職種連携の 

具体化（サービス担当者 

会議のコーディネート） 

各職種の 

メンバーを 

そろえる 

担当者会議の参加 

（多職種参加） 

まずは集まる 

時間は短く 

情報をケアマネに伝え 

ケアマネは 

他サービス事業所へ 

発信する 

家族の状況を 

把握する 

ケアマネージャーの 

増員 

リーダーと 

窓口をつくる 

訪問看護師の 

増員 

サービスの 

均てん化 

（地域の格差をなくす） 

もっときめ細やかな 

多職種連携を 

患者様 

薬剤師 

資源 

資源（今動かせるもの） 
タイムリーな情報提供 どれだけ多くの 

社会資源を 

知っているか！ 

（特にケアマネ） 
研修会をはじめ 

多職種が交流できる場を 

定期的につくる 
基本、利用者自身が 

訪問に抵抗を持っている 

サービス担当者会議は 

利用者主体で 

開催する 

（更新時のみでなく） 

家族が発信できる情報 

目標の設定 

（明確化） 
日々のケアの中での 

連携の仕方 

マンション群が 

多く、 

セキュリティ上 

訪問が制限される 

連携シートを利用 

おうみ在宅療養連携シート 

コントロール 

タワーの情報 

必要性 

ケアマネの 

情報収集、連携 

声かけ 

情報の共有 

各職種で 

何ができるのか 

明確化 

皆が顔を 

そろえられない 

担当者会議での 

すすめ方 



行政 

サービス担当者会議 

ST・PT 

ケアマネージャー 

顔の見える関係づくり 

（研修） 

おうみ在宅療養 

連携シートの 

活用 

地域住民向けの 

研修会を具体的に 

進めていく 

人的資源の掘り起こしに 

社会の認識と 

行政の対応と 

惹起できたらと 

思います（方法は？）。 多職種協働のための 

中心となる組織の構築 

共有カルテの 

ようなもの 

連携シート 

の活用 

（共有ツール） 

訪問薬剤指導の 

質の向上 

在宅患者に 

訪問薬剤管理指導を 

知ってもらう 

医師の訪問に同行する 

各職種の 

ケアマネへの 

アピールの場 

お互いの職種を 

知るための勉強会 

今回のような 

研修会を行う 

地域で定期的な 

研修会や取り組みなどを 

話し合う場をつくる 

顔の見える関係づくり 

多職種連携の実現に 

むけた研修会・交流会の 

定期開催 

このような研修会へ 

参加して 

他職種と出会う 

栄養士による 

栄養指導 

カンファレンス 

技術の向上 

研修 

薬の多い場合は 

できるだけ必要限度を限る 

歯科衛生士さんの 

役割の認知を 

広める 

訪問歯科の利用を 

勧める 

訪問薬剤師の利用を勧める 

ST・PTの参加依頼 

担当者会議に参加可能な日時の提示 

（中エリアのケアマネタイム） 

会議に参加して 

問題点を一緒に 

考える 

担当者会議への 

参加 

目指す姿を実現するため 

に自分たちができること 
情報の共有 

薬剤師 

地域情報の共有 

各事業所情報の 

一覧（エリア別） 
人員・時間・対応エリア 

他サービスへ 

の訪問 

地域の他サービスの 

情報を収集する 

地域の支援事業を知る 

各圏域ごとに 

病院・訪問看護 

ケアマネ等 

連絡先と連絡がつながり 

やすい時間帯を 

一覧表にする 

在宅療養の 

疾患ごとに 

「自分の圏域」で組める 

具体的なチーム（モデルプラン） 
を示す 

栄養士 

歯科 

歯科衛生士 

口腔ケアの 

体験 

皆が見やすいもの 

患者が抱える 

問題点の 

共有 

情報の提供で 

終わらず 

まずは、一緒に 

考える 

まずは、連絡先 

TEL.FAX.メール 



人口    高齢化率 

大津市：34.1万人  22.5% 

 和邇：23,025人  27% 

 堅田：49,503人  20% 

 比叡：46,194人  24% 

 中  ：51,330人  24% 

 膳所：61,682人  22% 

 南  ：37,411人  24% 

 瀬田：72,344人  17% 

在宅療養サポートチーム構想 
   （Home care Support Team：hST） 



（Ｈ１９）和邇すこやか 
 ＆地域包括支援センター 

（Ｈ１８）堅田すこやか 
 ＆地域包括支援センター 

（Ｈ１９）比叡すこやか 
 ＆地域包括支援センター 

（Ｈ１８）中すこやか 
 ＆地域包括支援センター 

（Ｈ１９）膳所すこやか 
 ＆地域包括支援センター 

（Ｈ１９）瀬田すこやか 
  ＆地域包括支援センター 

（Ｈ１８）南すこやか 
 ＆地域包括支援センター 

すこやか相談所と 
地域包括支援センター 

の配置 

在宅療養サポートチーム構想 
   （Home care Support Team：hST） 

平成26年5月24日 

チームひえい（仮）決起飲み会！ 

平成26年5月31日 

チーム洗堰（あらいぜき） 

平成26年5月31日 

OKミーティング（仮） 

チーム大津京 

チームほんだ 

チーム北のほう 



大津市医療福祉士シンポジウム 
～『最期まで住み慣れた場所で暮らしたい！』をかなえるためには？～ 
 
平成26年3月9日 13時30分～16時30分 
ピアザ淡海 ピアザホール 
 
 
・開会挨拶 大津市長 越直美 
 
・基調講演  
 「最期まで在宅は可能か？～在宅医療・在宅ケアの可能性～」 
    ノンフィクション・ライター 中澤まゆみ 氏 
 
・パネルディスカッション 
 「大津市の医療福祉の今、これから」 
    コーディネーター：大津市医師会長 吉徳克仁 氏 









 最後に 
  大津市医師会では、 病診連携のために 

 後方連携に重きを置き疾患別の『大津市地域連携パス』を稼働。 

  昨年より、在宅療養に関わる全てのスタッフが同じ理念で 

 活動できるように、理念『こころの平安』を作成しました。 

  『おうみ在宅療養連携シート』が医療職と介護・福祉職のための 

 鎹（かすがい）になってくれると確信しています。 

  最期まで、『いのちのスープ』がいただける口腔内環境・摂食嚥下 

 機能の維持には、『在宅療養サポートチーム（ｈST）』 が欠かせな 

 いと思っています。 

  大津市のでは、住民の皆さんに安心して老後を過ごしていただけ
るように、 そんなチームがドンドン決起されていきます！！       

 ご清聴ありがとうございました m(__)m   


