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前橋赤十字病院 
◎病床数  ： 一般568床、感染病床ほか     計592床 
◎診療数  : 外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泋尿器科、産婦人科、 
         泋尿器科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、形成美容外科、歯科、 
         リハビリテーション科、心臓血管内科、心臓血管外科、神経内科、 
         呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、総合内科、腎臓内科、 
         血液内科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、病理診断科、 
                               計28科 
◎施設基準  ： 高度救命救急センター、基幹災害医療センター、地域がん診療 
          拠点病院、地域医療支援病院、エイズ診療拠点病院、 
         地域周産期母子医療センター、臨床研修医指定病ほか 
◎23年度実績 ：①病床利用率90.1%、②平均在院日数12.7日、③一日当たり 
           患者数入院511.8人・外来876.4人、④平均通院日数8.3日、 
           ⑤医師数161人、⑥全職員数1,052人 
◎23年度連携数値：①地域医療支援病院紹介率86.2%、 
                                       ②一般紹介率                          62.2% 
                                       ③逆紹介率                               85.4%   
                                       ④初診紹介患者数             11,746人                        
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医療福祉連携士への期待 
背景 

 病院は既に病院完結型医療から地域完結型医療に 

移行し、地域連携パスが医療連携のツールとなり、計画 

管理（又は急性期）病院が『切れ目のない連携』のシス 

テム化に責任をもって作り上げる時代にあった。 

 一方で、地域医療連携室の人材育成は一日では成ら 

ず、併せて個人の資質に病院の運命が左右されてしま 

い、しっかりした相続人を『連携人』として育てないと、 

相続と同じで三代以内に財産を失うことになってしまう。 
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早期の人材育成が必要 
医療と福祉の連携が理解できないと‥ 

 

急性期病院は急性期治療が終了したら、 

次の回復期や維持期に患者さんを転院させて 

終わりに違いない‥ 

 

回復期から維持期に移れないと、回復期に 

患者さんが停留してしまう‥ 

 

スムーズな連携は、全体を見渡せる急性期がすべき 
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更に次世代の人材育成を怠ると‥ 

連携室の事務職にとっては、毎年3月末までに 

懸案事項を全て解決しないと‥ 

 

負の遺産だけが引き継がれる 

 

また、連携室事務の立ち位置は弱いから、 

年度末には異動の影により、新規事業は困難に 
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医療福祉連携講習会に期待したもの 

               1．人材の育成 

               2．医療と福祉の学習 

               3．講師陣の充実 

               4．実習の体験 

               5．全国の医療連携実務者との連携 

そして 

 

 一期生の実習指導をして、連携熱意を感じた 
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1．人材の育成 
（1）日々進化している医療連携の変化に対応 

 ①Ｈ15年は、紹介確保と確実な返書 

     地域医療支援病院の承認要件維持‥‥病診連携 

 ②Ｈ16年は、逆紹介推進のために病診連携パス作成 

      急性期特定入院加算（1.5：1）。前方と後方連携を共有するために、 

       連携室と相談室、訪問看護を併合し、地域医療支援連携センターへ 

 ③Ｈ19年は、大腿骨頚部骨折連携パス作成‥病病連携 

 ④Ｈ20年は、脳卒中連携パス作成（前橋日赤脳卒中医療連携の会） 

  ⑤Ｈ21年は、脳卒中維持期（老健）連携パス作成‥ ‥病福連携 

 ⑥Ｈ23年は、脳卒中連携パス・県内統一（群馬脳卒中医療連携の会） 

                                   脳卒中連携パス・維持期作成 ‥‥病在連携  
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（2）「連携スタッフ」の必要な人材《基本理念》 

  ①連携スタッフは営業職としての外交的な行動 

    ②診療報酬を理解し、変化に敏感な反応 

    ③前年よりもバージョンアップした仕事 

    ④連携理念を理解して新たな提案と展開 

    ⑤在宅までの地域完結を意識したＷｉｎ-Ｗｉｎを考える 

    ⑥常にベンチマークしながら立ち位置を確認 

    ⑦患者さんや地域医療機関・施設の立場で考える 

    ⑧自ら進んで行う前向きな姿勢 

 

 本当は連携スタッフに必要な資質・ヤル気のある人が良いが‥ 

 いかに「連携知識」と「連携理念」を引き上げて発展できるか 

 医療連携の進化に呼応して、連携スタッフの進化をしないと 
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（3）「連携スタッフ」の必要な人材《現状》 

 ①地域医療機関からの要望に応える、研修会企画力と運営 

        学術講演会や疾患勉強会、連携パス勉強会 

   

   

 

  

 

 

  

  

 

 

第1回口唇口蓋裂連携パス勉強会 
（Ｈ23年9月） 

第4回脳神経救急医療カンファランス 
（Ｈ24年6月） 

平成23年度糖尿病連携パス勉強会 
（Ｈ24年2月） 

第13回日赤皮膚科の会（フィルムカンファ） 
（Ｈ24年2月） 

第44回学術講演会「ＨＲＴホルモン療法」 
（Ｈ24年5月） 
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◎地域連携学術講演会 
(敬称略） 

年
度 回数 開催日 場所 講演内容 共催 所属・役職 演者 

出席者
数 

うち二次 

2
3
年
度

第36回 H23.6.29 博愛館 
理想のクスリが理想の薬であるために 
－心房細動症例へのダビガトランの正しい
使用法－ 

前橋赤十字病院 
日本ベーリンガーインゲルハイム 
 株式会社 

東京女子医科大学 
神経内科 講師・臨床准教授 

長尾 毅彦 
先生 

100 17 

第37回 H23.7.6 博愛館 アルツハイマー病の薬物治療の進歩 
前橋赤十字病院 
第一三共株式会社 

弘前大学大学院医学研究科  
脳神経内科講座 教授 

東海林 幹夫 
先生 

106 27 

第38回 H23.7.29 博愛館 
心血管障害予防のための 
 血糖コントロール 

前橋赤十字病院 
ＭＳＤ株式会社 

東京女子医科大学 
中央検査部／糖尿病センター 
准教授 

佐藤 麻子 
先生 

98 16 

第39回 H23.8.31 博愛館 
骨粗鬆症におけるテリパラチドの 
 実践的活用法 

前橋赤十字病院 
日本イーライリリー株式会社 

宇都宮記念病院 
整形外科 

岩本 範顕 
先生 

69 10 

第40回 H23.10.7 博愛館 
骨密度・骨質の同時評価に基づく 
 テーラーメイド治療 
 

前橋赤十字病院 
ファイザー株式会社 

東京慈恵会医科大学病院 
整形外科准教授 

斎藤  充 
先生 

69 18 

第41回 H24.1.20 博愛館 
急性期と療養型病棟で役に立つ 
 漢方の使い方 

前橋赤十字病院 
株式会社 ツムラ 

医療法人静仁会 
静仁会静内病院 

井齋 偉矢 
先生 

106 16 

第42回 H24.2.17 博愛館 
夜尿症の診断と治療 
－小児科の立場から－ 

前橋赤十字病院 
協和発酵キリン株式会社 

関西医科大学小児科学講座  
小児科主任教授 

金子 一成 
先生 

102 23 

第43回 H24.2.29 博愛館 
アルツハイマー型認知症の 
 新しい治療戦略 

前橋赤十字病院 
小野薬品工業株式会社 

日本医科大学武蔵小杉病院 
内科教授  

北村  伸 
先生 

100 15 

  750 142 

◎疾患別勉強会・連携パス勉強会 

勉強会名 開催数 開催日 担当科 内  容 所属・役職 演者等 
出席
者 

うち
二次 

心臓救急症例 
カンファランス 

第14回 H23.9.12 
心臓血管内科 
救急部 

第一部 研究会 
 「当院心臓血管内科の心臓救急疾患 
   受入体制について」 
第二部 特別講演会 
『地域医療を担う方々に期待する』 

第一部 心臓血管内科部長 
第二部 公益財団法人日本 
   心臓血圧研究振興会理事長 

第一部  
     丹下 正一 
第二部  
   細田 正一先生 

99 16 

前橋日赤 
皮膚科の会 

第11回 H23.5.26 

皮膚科 

症例提示「腫瘍性病変の一例」ほか9題 黒沢病院 皮膚科 遠藤 雪江先生ほか 26 3 

第12回 H23.10.13 
症例提示「腫瘍性病変のその後の経過」ほか6
題 

黒沢病院 皮膚科 遠藤 雪江先生ほか 21 2 

第13回 H24.2.16 症例提示「4歳男児の症例」ほか18題 石井病院 皮膚科 山中 正義先生ほか 21 0 

口唇口蓋裂 
連携パス勉強会 

第1回 H23.9.2 
形成・美容外
科 
歯科 

  研究会 「口唇口蓋裂連携パスについて」 
  特別講演Ⅰ「口唇口蓋裂治療における 
            形成外科の役割」 
 特別講演Ⅱ「口唇口蓋裂治療における 
             矯正歯科の役割」 

第一部 形成・美容外科部長 
第二部 講演Ⅰ 昭和大学医学部  
      形成外科学教室 准教授 
   講演Ⅱ 昭和大学歯学部  
           矯正歯科学教室 教授 

第一部 村松 英之 
第二部  
  土佐 泰祥先生  
  槇 宏太郎先生 

128 23 

乳がん・肺がん 
連携パス勉強会 

第1回 H23.7.13 乳腺・内分泋
外科 
呼吸器外科 

当院の治療紹介、連携パス検討等 呼吸器外科部長 上吉原 光宏ほか 22 8 

第2回 H23.7.20 当院の治療紹介、連携パス検討等 呼吸器外科部長 上吉原 光宏ほか 25 11 

糖尿病 
連携パス勉強会 

平成 
23年度 

H24.2.15 
糖尿病・内分
泋内科 

連携パスのバリアンス分析 
提携医医師からの症例報告 

糖尿病・内分泋内科部長 上原 豊ほか 66 32 

整形外科病診連携 
赤整会 

第2回 H23.6.16 整形外科 当院の整形外科の現状報告と病診連携 整形外科部長 浅見 和義ほか 19 9 

脳神経救急医療 
カンファランス 

第2回 H23.6.27 

脳神経外科 
神経内科 
救急科 

症例提示 
 「ラグビー練習中の頭部外傷について」 
  ほか2症例の4題発表  

太田市消防本部 西部消防署 
         救命救急士 
脳神経外科医師 

徳田 隆幸様・草間 
宏明様 
神徳 亮介ほか 

130 29 

第3回 H23.12.13 

脳神経外科 
神経内科 
救急科 

症例提示  
「高エネルギー外傷による頭部外傷症例」 
  ほか2症例の6題発表  

高崎市等広域消防局  
高崎東消防署 群南分署 
脳神経外科医師 

中澤 利幸様 
神徳 亮介ほか 

126 15 

  683 148 



②切れ目のない医療の為に、 

             地域連携パス作成と運用 
疾患別(パス)勉強会 H15年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 

乳がん術後 
連携パス 

①5月(第1回) 
②6月(第2回) 
③7月(第3回) 

  

①6月(第1回) 
②6月(第2回) 
③7月(第3回) 

①6月(第1回) 
②6月(第2回) 
③7月(第3回) 

胃・大腸がん・ 
肺がん・肝臓がん連
携パス 

①2月(胃・大腸) 

②3月(胃・大腸) 

①8月(第1回肺癌) 

②8月(第2回肺癌) 

③9月(第3回肺癌) 

①12月(第1回五大癌)

②12月(第2回五大癌) 

①6月(第1回
乳癌・肺癌) 

②6月(第2回 

乳癌。肺癌) 

睡眠無呼吸症候群   
①10月(第1回) 
②10月(第2回) 

①6月(第1回) 
②6月(第2回) 
③7月(第3回) 

    

骨粗鬆症 
連携パス 

    

①4月(第1回) 
②5月(第2回) 
③5月(第3回) 
④7月(第1回) 
⑤8月(第2回) 
⑥8月(第3回) 

①11月(第1回) 
②11月(第2回) 
③12月(第3回) 

気管支喘息 
連携パス 

    

①6月(第1回) 
②6月(第2回) 
③7月(第3回) 
④喘息活動 
⑤10月(第4回 
⑥11月(第5回) 

①9月(第1回) 
②10月(第2回) 
③10月(第3回) 

①1月(第1回) 
①2月(第2回) 

糖尿病 
連携パス 

        

①10月(第1回) 
②11月(第2回) 
③11月(第3回) 
③ 2月(第4回) 

①7月(学術講演
会と共同) 

①11月(第1回) ①2月(第1回) 

口唇口蓋裂 

連携パス 
①9月(第1回) 

PCI連携パス 

①5月(第1回) 
②6月(第2回) 
③1月(第3回) 
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 ③地域医療機関からの問題点改善 

      担当制による医療機関からの苦情に対応能力 

 ④紹介受入れ時の的確でスムーズな展開 

      緊急紹介や入院依頼、事前予約への対応 

 ⑤郡市医師会・郡市区歯科医師会からの信頼 

       

前橋市医師会 

前橋市歯科医師会 

伊勢崎歯科医師会 

桐生市医師会 

伊勢崎佐波医師会 

高崎市医師会 

高崎市歯科医師会 

群馬郡医師会 

渋川地区医師会 

渋川北群馬歯科医師会 
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⑥急性期病院として必要なことを常に理解 
 

1．地域ニーズの把握⇒情報共有 

2．平均在院日数短縮⇒特定入院加算 

3．訪問看護に繋ぐ役目⇒急性期と在宅 

4．転院支援⇒地域連携パスの活用 

5．在宅まで流れをつくる⇒ネットワークの必要 

6．ネットワークの拡大 

   ⇒病院・介護施設・行政・保健所・診療所・医師会 

7．患者の問題⇒患者への啓蒙 
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（4）当課で行っている人材育成 
  ①学会に出席して、学会で発表できるようにする 

     連携スタッフ（パート除く）は年1回は必ず日本医療マネジメント学会、日本医療マネジメント 

      学会地方会、日赤医学会総会等に出席研鑽し、主任以上のスタッフは在職2年目以降は 

      何れかの学会で発表する。（課内ルール、誰か必ず発表）     意識をもって仕事をする 

  ②スタッフ全員で、地域医療連携推進病院に施設見学する 

     当院の土曜閉庁時にスタッフ一緒に、連携室の施設見学に行き、個々の目的をもって事前 

      に共有してから研修を受ける。       ベンチマークをする他に、日々の業務を見直す 

   ③定期的な連携課会議 

     毎月定期的にスタッフ（パート除く）で問題事案を話しあう。    運命共同体の確認 

   ④がん連携パスの担当制 

     群馬県五大がん連携パスの担当制で患者台帳管理と受診案内。    連携パスの関わり 

  ⑤連携室マニュアルの活用 

     日赤東部ブロック医療連携協議会作成の「赤十字連携室マニュアル（昨日ポスター発表）」 

      による学習。     連携室業務の常識を自主研鑽 

   ⑥主催学術講演会の参加と議事録作成 
     連携スタッフが当課の地域連携学術講演会の運営参加と議事録作成。    医療知識   
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人材の育成《効果》 
 連携室は会計部門の病院会計規則、医事部門の診療報酬点数 

表や療養担当規則、というように標準規則のもとで業務を行ってい 

るが、連携部門では社会福祉士のソーシャルワーカー指針等を除く 

と、結果だけが求められてきた。 

 つまり従来までは紹介率・逆紹介率の引き上げ、高度医療機器・ 

開放型病床の共同利用、地域医療従事への研修など、いきなり結 

果を重視され、断片的な知識で対応せざるを得ない。 

 本会は後任を育てるための方法として、医療法規や基礎医学、連 

携パス学習、医療福祉等の医療と福祉について、系統的に学習す 

ることができ、連携スタッフとしての育成指導の標準を推し量ること 

ができた。  
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2．医療と福祉の学習 
 最初のきっかけは、Ｈ20年3月に当院を計画管理とし、11の連携 

（回復期）病院による脳卒中連携パスを作成してスタート。  

                           急性期～回復期 

 その後、Ｈ21年10月に4計画管理と14連携病院により県内中核 

病院が参加の組織。Ｈ22年3月に維持期の部分として老健施設の 

参加による維持期連携パスを作成。     回復期～老健（維持） 

 そしてＨ23年3月に急性期から回復期、維持期（在宅）へのパス 

を完成させるとともに、県内3つの連携パスを統一。同年9月より 

群馬県医師会を窓口として、診療所・200床未満病院・老健施設に 

参加取りまとめ。            急性期～回復期～維持期 

と、順調に推移したかと思われるが‥‥ 
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一般的に急性期病院スタッフ、って 
地域連携クリティカルパスは計画管理（＝急性期）病院が、治療計 

画を策定し管理することから、計画管理が行程表を作ることになる。 

 
回復期からは直ぐに診療所での在宅とは限らない。急性期のスタッ 

フって、老健施設が介護保険で加療し、医療保険は同時には使え 

ない、とは知らなかった。老健施設スタッフによる医療保険と介護 

保険の講義を受ける。さらに 

 ①老健施設は県老人保健施設協会がとりまとめ。 

 ②介護福祉施設はあらゆる施設や団体があり、在宅までいくには 

   たくさんのスタッフが関わっている。 

 

脳卒中治療の切れ目ない連携には、どこが関わってくれるのか？ 
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①前橋赤十字 
②群馬大学 
③国立高崎 
④伊勢崎市民 
⑤公立富岡 
⑥総合太田 
⑦館林厚生 
⑧公立藤岡 
⑨沼田脳神経 
⑩利根中央 
⑪桐生厚生 

日高、前橋協立、
老年病、美原記念 
沢渡温泉など 
３２病院 

医師会の 
先生方に 

お願いしたこ
と 

大腿骨・脳卒中連携の切れ目のない連携 
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群馬県医師会を窓口にした維持期参加（参考）  

関東信越厚生局 群馬事務所 

群馬県医師会 

連携医療機関 
（医師会の先生） 

郡市医師会 

計画管理病院 
（11病院） 

①連携パス 

申請書類提供
【7月1日】 

②届出説明・ 
申請書類提供 

③届出説明・ 
申請書類提供 

④申請医療機
関のリスト提出 
【8月26日】 

⑤申請医療機
関リスト提供 
【8月29日】 

情報提供 

⑥届出 
【8月31日】 

⑥届出 
【8月31日】 

連
携
パ
ス
提
出 
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群馬脳卒中医療連携の会の活動（参考）  

前橋日赤・群馬脳卒中医療連携の会
経過 

  開催 内容 
病院
数 

参加者 備考 

前橋日赤脳卒中医療連携の会 

H2
0 

4.1 第二期世話人会・スタート 6 12   

4.16 
第1回前橋日赤脳卒中医療連携の
会世話人会 

      

6.24 
第2回前橋日赤脳卒中医療連携の
会世話人会 

      

7.16 
第10回前橋日赤脳卒中医療連携の
会 

23 119   

9.22 
第3回前橋日赤脳卒中医療連携の
会世話人会 

      

10.31 
第11回前橋日赤脳卒中医療連携の
会 

12 84   

H2
1 

1.27 
第12回前橋日赤脳卒中医療連携の
会 

12 85   

3.17 
第4回前橋日赤脳卒中医療連携の
会世話人会 

      

4.1 第三期世話人会・スタート 6 12   

4.15 
第13回前橋日赤脳卒中医療連携の
会 

16 115 
渋川中央、角田病院、 
榛名荘病院参加 

5.12 第1回バリアンスシートＷＧ改訂会議 7 21   

6.2 第2回バリアンスシートＷＧ改訂会議 7 19   

6.30 第3回バリアンスシートＷＧ改訂会議 7 21   

7.3 
第5回前橋日赤脳卒中医療連携の
会世話人会 

      

7.28 
第14回前橋日赤脳卒中医療連携の
会 

19 131 群馬大学病院参加 

群馬脳卒中医療連携の会 

H21 
10.9 

第6回前橋日赤脳卒中医療連携の会世話人会兼 
第1回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【前橋日赤】 

      

10.27 第1回群馬脳卒中医療連携の会【群大病院】 18 175 高崎総合医療センター、 
伊勢崎市民病院参加 

H22 

2.26 第2回群馬脳卒中医療連携の会・特別講演会【前橋日赤】 26 169   

4.13 第2回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【前橋日赤】       

4.20 第3回群馬脳卒中医療連携の会【前橋日赤】 25 153 
伊勢崎福島病院、須藤病院、 
くすの木病院、公立七日市 
病院、黒沢病院、第一病院、 
宏愛会第一病院参加 

7.6 第3回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【高崎総合】       

7.13 第4回群馬脳卒中医療連携の会【高崎総合】 31 145   

9.15 第1回群馬脳卒中医療連携の会事務局会 4     

9.22 第4回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【群大病院】       

10.5 第5回群馬脳卒中医療連携の会【群大病院】 31 199   

12.7 第1回パス改善ＷＧ、パス電子化ＷＧ   32   

H23 

1.11 第5回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【前橋日赤】       

1.15 第6回群馬脳卒中医療連携の会・講演会【日赤・伊勢崎市民】 39 286   

2.17 第2回パス改善ＷＧ、パス電子化ＷＧ（予）       

3.15 第6回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【前橋日赤】       

4.20 第7回群馬脳卒中医療連携の会【前橋日赤】 34 170 館林厚生病院、総合太田病院、 
堀江病院、太田福島病院参加 

4.20 第8回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【高崎総合】       

7.12 第8回群馬脳卒中医療連携の会【高崎総合】 34 228   

10.18 第9回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【群大病院】       

10.25 第9回群馬脳卒中医療連携の会【群大病院】 43 309 

沼田脳神経外科循環器科病院、 
利根中央病院、上牧温泉病院 
ほたか病院、内田病院、沼田病院 
老健和光園、老健若宮苑、 
老健福苑参加 
桐生厚生病院、東邦病院、恵愛堂病
院、公立藤岡病院、篠塚病院、公立富
岡病院参加 

Ｈ24 
1.16 第10回群馬脳卒中医療連携の会世話人会【前橋日赤】       

1.28 第10回群馬脳卒中医療連携の会【前橋日赤】   345   
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群馬脳卒中医療連携の会の活動（参考）  

◎参加施設 

 (1)計画管理病院・・・‥‥‥‥‥‥‥１１病院        

 （2）回復期リハビリテーション病院・・‥３３病院 

   （3）介護老人保健施設・・・‥‥‥‥‥１８施設 

 （4）かかりつけ医(診療所・200床未満病院)・・・２１１病医院 

◎参加者 

 医師、看護師、理学・作業・言語療法士、MSW 

 連携課職員               ・・・２４７名(平均) 

◎平成23年度の連携パス・適応患者・・・ 1,059名 

                     修了者  ‥‥ 506名 
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医療と福祉の学習《期待》 

 脳卒中だけでなく、急性期治療を終えた患者さんが在 
宅復帰まで切れ目のない治療を受けていただくには、 

在宅までの得意な分野を担ってもらうことで、充分な役
割分担を感じています。 

 それを充分に理解したうえで、ネットワークづくりを行な
うために、本会での学習は大いなる有意性を思いました。 
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組織による人材育成(参考) 

 日赤東部ブロック医療連携協議会による人材育成 
  
 H19年に日赤東部ブロックで20病院による任意の地域 
連携協議会が連携諸問題の解決を目的に組織された。 
 
連携全般のノウハウから、人材育成に進化してきた。 
 
(1)H20 年 :    連携実務担当者の活動報告会の開催 
(2)H21年  :  連携実務者対象講演会の開催 
(3)H24年  :  連携室標準マニュアルの完成 
 
H25年は、実務者対象グループワークによる研修を計画 
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3．講師陣の充実 

全国の著名な講師陣の講義とグループワーク 

  当院は地域医療支援病院として地域医療従事者に 

 学術講演会を年間8回開催（本年7月で46回） していま 

 すが、普段は講師招聘の大変な先生方による講義に 

 ビックリします。全国の医療業界で最前線の講師陣から 

 の講義は個々の豊かな財産になります。 
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（1）福祉施設など多種での実習 
  （事務であったので）おかげで、6ヶ所の実習ができました。このような実習は普通
はありえない機会でした。急性期でない医療機関や福祉施設の実情や要望 を知
ることができ、医療連携の際には立場にたった考えをするようになりました。 

  ◎共通科目 
    ①地域医療連携実習‥‥‥‥‥‥深谷赤十字病院 
    ②地域連携クリティカルパス実習‥公立藤岡総合病院 
  ◎医療系科目 
    ①急性期医療実習‥武蔵野赤十字病院 
    ②回復期医療実習‥前橋協立病院 
  ◎福祉系科目 
    ①介護保険施設サービス実習‥ビハーラ寿苑 

    ②介護保険地域密着型サービス実習‥大屋敷の家  
 

   実習協力に感謝申し上げます。  

4．実習の体験 
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（2）実習で知ったいくつかのこと 

  ◎回復期医療 

     ①摂食嚥下の食事介助を行い、お茶から何まで「とろみ」をつける。 

        ②リハビリ実績評価のため、ベッドで病棟看護師やリハビリスタッフ、ＮＳＷで患者検討会。 

      ③在宅復帰の為のリハビリを行い、セラピストや看護師が家屋調査に行く。 

    ◎介護保険地域密着型サービス 

     ①｢通い介護サービス｣や｢訪問介護サービス｣、｢宿泊介護サービス｣がある。 

      ②夜間スタッフが尐ないので、急変時・急患発生時の病院受入れが心配。 

      ③ＰＥＧ増設は近くの病院でするが、接続チューブが保険適応外で高価で困る。 

    ◎介護保険施設サービス 

     ①入所の際は介護保険適応のため、医療機関に受診すると施設持ち出しになる。 

      ②夜勤帯の急患受診時には、急性期治療終了後に必ず戻れるか尋ねられる。 

      ③昼間受診の際には医師のいない場合は、紹介状が書けないので選定療養費を施設負担。 

   このようなことはまだまだあるけれど、 

自院だけで連携を展開していたら、分からなかったことです。   
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5．全国の医療連携実務者 

（1）全国の｢カリスマ連携士｣から｢ヤル気｣をもらう 

  全国の地域連携室のスタッフは、職種だけでなく、業務内容も 

 多種にわたり、既に医療と福祉分野のコーディネートの達人です。 

 紹介患者受付や事前予約、返書管理、入退院調整、転院調整、 

 公費助成、苦情処理、研修会企画、連携ネットワーク作りなど 

 あらゆる連携業務をこなしておられます。 

  全国規模の｢カリスマ連携士｣との交流は、 

 カルチャーショックを覚えることで、大きな 

 元気と勇気をもらう、モチベーション維持の 

 機会となります。    
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医療福祉連携士認定試験に連携連帯 

3月の認定試験では‥ 
それぞれの受講生が、 
 (1)テキストをまとめてくれたり 
 (2)予想問題を作ってくれたり‥ 
 
既に連携ネットワークは組織化されて、 
Win-Winの実践を自らが行うことに 
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（2）医療福祉連携ネットワークのパワー 

   先日、二期生の皆さんに緊急調査の依頼をしたところ、 

   締切予定日どころか、ほぼ当日中に回答をいただきました。 

                内容は全国規模のため、学会で発表 

                可能の貴重な回答 

                

 

                医療連携最前線の方々での全国規模の 

                アンケート調査は、自身の病院の水準を 

                知る手がかりとなりました。 

 

                 ご協力をありがとうございました。   
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医療福祉連携講習会の受講 

先ほどの期待をみながらであるが、 
一昨年に受講の一期生を2人指導したところ‥ 
  
 ①地域医療連携と地域連携クリティカルパス実習を受け入れ、 
   実習生の最先端の医療連携を学んでいることの自身あふれ 
   る振る舞いをみて、｢これは大変、取り残されてしまいそう！｣ 
  ②これからの地域連携の進化を担うのは自分たち、という 
   印象を強く感じました。 
  ③地域医療機関から｢地域で選ばれる病院｣のためには、 
   しっかりとした人材教育が必要、との思いが強く、その垂範と 
   なるスキルを身につけなければ。 
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医療福祉連携講習会の役目 

これからの人材育成は‥ 
 
一病院による連携スタッフ養成は困難 
 
学会や組織を活用した人材育成 
 
体系的で色々な組織による複合的な指導 
 
 
 

http://www.maebashi.jrc.or.jp/


最後に 
 連携スタッフは紹介受付や事前予約、返書管理、紹介入院調整、
連携パス作成と運用、医療従事者研修、転院調整、苦情対応な
ど多種にわたり、果たせることは限られているかも知れません。ま
た、対外的な業務であることから、ネットワークづくりは得意な分
野で、スタッフの働きによっては病院経営を左右するポジションに
なり得ます。 

 そこで連携スタッフは在宅中心の現在の医療環境のなかで、医
療と福祉分野の切れ目のないスムーズな連携づくりを行い、急性
期から維持期までの谷間を埋める役目があります。 
 医療福祉連携士は、医師や看護師、ＭＳＷ、事務などの他職種 

の方々が、医療と福祉の連携を行なっており、病院で言えばチー
ム医療そのものであります。 

 ここで学んだことは、多職種と医療機関・サービス事業所のそれ
ぞれの立場を尊重しながら、谷間を埋めるべく切れ目のない連携
を実践し、Ｗｉｎ-Ｗｉｎ精神で地域社会に還元したいと思います。 
   ご清聴をありがとうございました。 
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