特集２

合格者に聞く！

誕生！ 連携専門職 医療福祉連携士は地域連携をこう変える！

「医療福祉連携士」私はこう生かしたい
１患者の医学的・社会的・精神的な評価を各専門職から
適切に集めることが求められます。

京都民医連中央病院 地域医療連携課 課長
医療福祉連携士

こうだ ゆみこ◆看護師として医療法人葵会北病院に就職。病棟・外来・診療所勤務を経て，1998年
同法人の在宅介護支援センターセンター長就任。2000年の介護保険制度開始後は，ケアマネジャー
としても活動。2006年介護保険制度改正に伴い地域包括支援センターへ事業変更，センター長とし
て活動する。2008年より同系列病院である京都民医連中央病院の地域医療連携課に配属となる。
資格：看護師，主任介護支援専門員，社会福祉士，精神保健福祉士，医療福祉連携士

地域基幹病院の
退院調整看護師

介護保険制度が始まって10年以上が経ち

②後方支援：検査結果の送付，退院後の書類

ましたが，「医療と介護の連携」と題したさ

送付，地域の病院や診療所，開業医への連

まざまな講習会が全国各地で開催されていま

携訪問

す。しかし，外来受診であれ入院中であれ，

③病診懇話会やセミナーなどの企画と運営

医師や看護師からの病状説明が “難しくて分

④広報：広報誌「たいしみち」を年４回発行，

からない” という声を本人や家族，ケアマネ
ジャーからよく聞きます。
また，入院中に看護指導をしたり，処置方

ホームページの運営・管理
⑤ベッドコントロール：入院相談，緊急入院
窓口，院内入退院ベッド調整

法を在宅に申し送っていたりしても，在宅で

⑥開放型登録医との連携窓口

は指導どおりに継続されていない状況も見ら

⑦その他

れます。ケアや処置が継続されていなくても

当院では，5.5人のソーシャルワーカーが

安定した病態で療養が継続できていればよい

病棟を受け持ち，８病棟の患者の医療費相談

のですが，中には病気が再燃して再入院とな

から生活相談・退院支援に対応している。

ることも少なくありません。そこで，当院の
入退院にまつわる患者の現状を踏まえ，
「医
療と介護の連携」と「医療連携福祉士の役割」
について報告します。

部署紹介と業務内容
当院は，第二次救急指定を受ける，300床
（うち42床は回復期リハビリテーション病棟）

当院における
高齢者の入院状況
当院で行われた2009年４月～2010年３月
末の調査では，当院の全入院件数は約6,000
件で，うち65歳以上の高齢者の入院は3,185件
でした（表１）
。
予定入院では事前に心の準備ができるた

のDPC病院です。地域医療連携課の主な役割

め，入院後の患者に精神的な混乱はほとんど

は，次のとおりです。

見られません。しかし，緊急入院では昼夜関

①前方支援：検査・外来予約，回復期リハビ

係なく入院となるため，本人に加えて付き添

リテーション病棟の受付窓口
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いの人までもが生活リズムを崩すこととなり，

入院中の精神面の混乱が激しかったり不穏状

態の把握と並行して家族を探したり，家屋状況

態が見られたりすることもあります。

についての情報を大家などから得たりします。

次に，どのような疾患で緊急入院となって

情報の入手が困難な場合は，地域包括支援

いるのかを調べてみたところ（表２）
，前期

センターなどと連携して情報を収集し，介護保

高齢者（65 ～74歳）は脳梗塞などの疾患が

険の申請支援を含め，退院調整を行っていま

上位を占めていますが，後期高齢者（75歳以

す。患者の中には他者の介入を拒まれたり，自

上）では誤嚥性肺炎が上位を占めていました。

力でできるなどと言われたりと，介護保険の

そのほか，尿路感染やうっ血性心不全・骨

申請を躊躇する人もあります。しかし緊急入

折なども含まれ，高齢者疾患の特徴が出てい

院に至った病態の状況から，健康面の自己管

ました。

理が困難な状況の始まりと見ることができ，本

年間の再入院状況では，多い人では年間

来は介護予防の対象であると考えられます。

12回で，２回以上の入院の患者は延べ611

当院においては，ケアマネジャーとの連携

件でした。誤嚥性肺炎の繰り返しや，尿路感

では，ケアマネジャーに医療連携加算の対象

染などにおける療養上の不注意が原因の入院

となる患者の基本情報を送付，または持参し

が多数見られることから，退院時の療養指導

てもらうケースがあります。しかし，その後

などに課題があると考えられます。

の当院側での基本情報の共有が不十分で，ケ

介護サービス事業所や
近隣住民との連携の実態

アマネジャーに同じ内容の質問をしてしまう

入退院の際，退院調整看護師は，家族以外で

報を持参してもらうことにしました。病棟看

などの不始末が見られました。そこで，患者
の見舞いを兼ねて，ケアマネジャーに基本情

は，介護サービス事業所や近隣住民と情報交
換を行うこととなります。当院における１人

表１ 当院の高齢者入院状況

暮らしの緊急入院は全体の5.6％である341件
で，このうち，介護保険未申請の患者は161件
でした。180件の介護保険申請済の患者につ
いてはケアマネジャーから情報を得ることが
できます。介護保険未申請の患者の場合は，病

緊急入院

単位：人

予定入院

合計

65 〜 74歳

388

723

1,111

75 〜 84歳

572

695

1,267

85歳以上

594

213

807

1,554

1,631

3,185

合計

表２ 緊急入院の原因疾患上位５位
65 〜 74歳

75 〜 84歳

85歳以上

１位

うっ血性心不全，脳梗塞

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎

２位

尿路感染

その他の肺炎

うっ血性心不全

３位

肺炎，末期の腎不全

うっ血性心不全

尿路感染

４位

誤嚥性肺炎・その他レンサ球菌による肺炎

尿路感染

その他の肺炎

５位

腰椎骨折（閉塞性）

大腿骨転子部骨折

大腿骨転子部骨折
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護師と顔を合わせて情報交換することで，比

パスをはじめ，情報管理，医学，社会福祉全

較的スムーズに退院することができています。

般におよぶトータルな知識を学ぶことができ

ケアマネジャーからの苦情としては，次の

ます。地域，病院，診療所が同じ情報を共有

点が挙がっています。

できるネットワーク環境を設定するためには，

・情報を渡しているのに読んでもらっていな

速やかかつ正確に情報を収集し連携を図る必

い。
・誰に基本情報を渡せばよいのか，誰に病状

おいては必須と考えます。

などを聴けばよいのかが分からない。

講習会では，全国各地から同じ意識を持っ

・家族との面談時に呼んでほしかった。

た方々が参加され，有意義なコミュニケーショ

・サービス調整の時間を見越して退院日時を

ンを図ることができました。さらには，参考

決めてほしい。
・在宅退院が難しくなったら，病院で次の施

になる実践方法を学ぶ場ともなりました。こ
の講習会を受けたことで，適切な支援を行う

設を探してほしい。

ことが患者の総合支援になることを学びまし

当院では，年間約500件が在宅に戻れずほ

た。また，関係機関同士の連携では，スリム

かの施設や病院へ転院となりました。その原

で効率的，さらに項目に漏れなく適切に運用

因としては，①病態の悪化，②家族問題，③

できることが，労働力としてのコスト削減に

介護サービス調整の困難がありました。

つながる可能性が高いと考えました。

このような結果と状況から，一人ひとりの

そこで私は，講習会後に，当院において何

患者へのトータルな支援では，医療的，社会

ができるかを考え，次のような改善策を実践

的，介護的な問題を含めた客観的な対応，

しています。

データを基に手立てを打つ必要が求められて
いることが分かりました。

医療連携福祉士を
目指したきっかけ

当院の５つの医療福祉連携
●早期介入
特に緊急入院では，患者がどこから搬送さ
れてくるかが分かりません。そのため，診察

前述のとおり，当院における患者への支援

にかかわった看護師が，表３の視点でＡ：即

方法に関しては，病院として改善策を考えな

時介入，Ｂ：２～３日までに介入，Ｃ：１週

ければならない事態でした。ただ，１人の専

間以内に介入のいずれかを判定し，翌日のベッ

門職種だけが退院支援の視点を持っていても，

ドコントロールミーティングで全病棟の師長

300床の当院では支援に限界があります。よ

や医師たちと情報共有することにしています。

り適切な支援を行い，患者が安心して療養で

また，予定入院の場合は，外来の時点で地域

きるようになるためには，病院や地域のあら

医療連携課へ必要な情報を提供することを意

ゆる関係機関との連携が必須となってきます。

思統一しました。

また，連携には，互いの知識と役割を理解
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要があります。これは，今後の包括的連携に

●入院後の総合評価

することが必要ではないかと思います。
「医

毎週，各病棟でベッドミーティングを行って

療連携福祉士」の講習会では，クリティカル

います。参加メンバーは，病棟医長，師長か退
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表３ 救急搬送時の確認の視点
院支援看護師，入院事務，各病棟のリハビリ
テーション担当者，ソーシャルワーカー，医療
連携福祉士，看護部の副看護師長です。当院は

保険証の有無
身寄りの有無
（キーパーソン）

病識理解度
（認知の程度）
かかりつけ医の確認

DPC病院であるため，DPC期間が終了するま

付き添い者は誰か

病態の経過

でに疾患を含め経過を確認し，生活支援やリ

家族構成

介護保険の有無

ADL状況

経済状況

ハビリテーションの進行状況など，一人ひと
りの支援の方向性を確認しています。ミー
ティングでは，30分程度で情報を確認し，適
切な支援ができるよう役割分担を行います。
現在は，総合評価加算として評価できるシ
ステムを調整中です。

Ａ：即時介入 Ｂ：２〜３日までに介入
Ｃ：１週間以内に介入
１項目以上〜複数項目の掛け合わせで，難易度を
想定する
診療事務課，医療福祉課，地域医療連携課，病棟・
リハビリ室，主治医が手分けして確認

●コミュニケーション
2010年から，介護連携指導料が算定でき

や社会福祉の向上を図ることが患者の支援に

るようになりました。ほかにも，退院支援計

なります。当院では，緩和ケア学習会を地域の

画書にも加算があります。これらの実践は，

開業医を呼んで開催しました。緩和ケアにつ

的を射たコミュニケーションに結び付きます。

いての知識・考え方など，病院の医師をはじ

来院したケアマネジャーとの連携を記録とし

め地域の訪問看護師，ケアマネジャー，ほか

ても位置付け，看護師やソーシャルワーカー

のサービス事業所にも参加していただき，同

が電子カルテに記入し，職員同士で情報の共

じラインでディスカッションができました。

有化を図ります。

このような５つの連携を実践することで，適

また，必要な患者にはカンファレンスを行

切な支援に結び付くことと思います。その中

い，退院支援計画書にて家族説明を行う形を

で医療連携福祉士は，院内においてその時々

導入したことで，本人をはじめ，家族も不安

の患者の医学的・社会的・精神的な評価を各

が軽減し，退院後の方向を確認できるように

専門職から適切に集める必要があります。ま

なりました。

た，生活する上での関係者と，継続可能な支

●健康管理

援について密度の濃いコミュニケーションが

疾患を有しての在宅療養では，健康管理の

行える環境を提供することが求められます。

方法を患者ごとに適切に指導することが，今
後のあらゆる意味での予防になります。そし
て，本人の安定した生活の継続ができます。
また，介護サービス事業所がかかわっている
ケースでは，在宅環境や介護施設環境の情報
共有を行い，患者に合った方法をディスカッ
ションするようにしています。

●地域と一体化した学習会
病院も，地域の一員，地域全体として医学
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