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東京西部・多摩地域
各施設の妥当な診療圏は 4Km 以内
地域事情に詳しいことは必要条件

人口
400
万人



大都市近郊では地域連携支援体制
が複雑である。
特徴は

①住民の移動範囲・生活圏が広い、

②求められる支援ニーズが自治体・医師会の範囲を超
えている。

③複数の地域中核病院と多数の連携支援組織が存在
していることなどである。

④ それぞれの連携体制や支援のみではニーズに応え
にくい。

大都市近郊型地域連携では行政単位をこえ
て生活圏の地域全体で多職種による連携支
援が求められる。
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決定的に有力な大学はない。 統一組織を形成しにくい

急性期医療を都区内で受ける。 慢性期医療を地元で

多くの自治体の存在

多くの地区医師会の存在



在宅医療・緩和ケアカンファレンスの設立（2009）

武蔵野市、三鷹市を中心に活動する在宅医療専門に活動する医師を中心に組合を

結成することとした。手上げ方式による自主的な参加を求めた。

１．地域で「がん患者を支える」

２．グル－プ化により診療圏の調整と相互協力：

医師会単位・行政単位を超えて活動

３．診療情報、診療技術を共有化

４．地域中堅・基幹病院の緩和ケアチーム・緩和ケア病棟との連携

５．医師、歯科医師、訪問看護ステーション、訪問薬剤師、

介護ステーション、ケアマネージャー、

MSWの参加

６．患者・家族の参加

7．現在は任意団体として活動

現在のメンバー 医師1８名、歯科医師3名、薬剤師２名
看護師、ケアマネ・介護師、理学療法士など 約60名
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在宅医療・緩和ケアカンファレンス活動
研修会

日時 参加人数 開催場所 主な内容

第1回 2010年 3月2日 - 杏林大学 第2講堂 設立報告、参加呼びかけ

第2回 〃 5月11日 46人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 各事業所の紹介、意見交換会

第3回 〃 7月6日 - 杏林大学 第2会議室 各事業所の紹介、意見交換会

第4回 〃 9月7日 - 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 発起人会からの報告、意見交換会

第5回 〃 11月9日 - 杏林大学 大学院講堂 発起人会からの報告、意見交換会

第6回 2011年 1月11日 - 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 発起人会からの報告、アンケート

第7回 〃 3月3日 - 杏林大学 第1会議室 発起人会からの報告、各事業所の紹介、意見交換会

第8回 〃 5月17日 - 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 発起人会からの報告、各事業所の紹介、意見交換会

第9回 〃 7月12日 47人 杏林大学 第1講堂 世話人会からの報告、各事業所の紹介

第10回 〃 9月13日 83人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 各事業所の紹介

第11回 2012年 1月10日 79人 杏林大学 大学院講堂 各事業所の紹介

第12回 〃 4月10日 70人 杏林大学 大学院講堂 講演（医療・介護保険改正に伴う影響）

第13回 〃 7月10日 75人 杏林大学 大学院講堂 講演（疼痛マネジメント）

第14回 〃 10月9日 70人 杏林大学 第1講堂 講演（医療倫理）

第15回 2013年 1月8日 54人 杏林大学 大学院講堂 講演（在宅での栄養管理）

第16回 〃 4月16日 48人 杏林大学 大学院講堂 講演（褥創ケア）

第17回 〃 7月10日 83人 杏林大学 大学院講堂 講演（胃瘻）

第18回 〃 10月15日 30人 杏林大学 大学院講堂 講演（地域医療の取組）

第19回 2014年 4月15日 78人 杏林大学 第1講堂 講演（摂食嚥下評価と地域への取組）

第20回 〃 7月15日 150人 府中市グリーンプラザ（合同講演会） 講演（癌患者を在宅で看ると言うこと）

第21回 〃 10月3日 125人 武蔵野公会堂（市民公開講座） 市民公開講座（在宅緩和ケアについて考えよう）



在宅医療・緩和ケアカンファレンス活動：世話人会

日時 参加人数 主な議題

第1回 2009年 10月1日 12人 開会、現状と方向性の確認

第2回 〃 11月4日 11人 当カンファレンスの考え方、組織化にむけて

第3回 〃 12月2日 10人 組織化にむけて

第4回 2010年 1月5日 10人 組織化にむけて、他事業との関わり方

第5回 〃 2月2日 14人 組織化にむけて

第6回 〃 4月6日 10人 当カンファレンスの考え方、組織化にむけて

第7回 〃 6月22日 13人 組織化にむけて、次回拡大会議の内容

第8回 〃 8月3日 8人 当カンファレンスのあり方・方向性

第9回 〃 8月30日 12人 組織化にむけて

第10回 〃 10月12日 10人 組織化にむけて、次回拡大会議の内容

第11回 〃 12月7日 13人 組織化にむけて、次回拡大会議の内容

第11回 2011年 2月8日 10人 当カンファレンスのあり方・方向性、連携シートについて

第12回 〃 4月12日 13人 連携シートについて、発起人会の拡大

第13回 〃 6月14日 10人 今後の方針、新メンバーについて、次回拡大会議の内容

第14回 〃 8月2日 10人 今後の方針、症例検討会について

第15回 〃 11月8日 12人 現状の確認、今後の方針

第16回 〃 12月6日 11人 今後の方針、拡大会議・症例検討会の考え方

第17回 〃 3月6日 10人 症例検討会の反省、次回拡大会議の内容、職種拡大について

第18回 2012年 5月8日 10人 組織化について、症例検討会について

第19回 〃 8月7日 8人 拡大会議・症例検討会の内容について

第20回 〃 11月13日 6人 今後の方針、拡大会議・症例検討会の内容について

第21回 2013年 2月12日 10人 今後の方針、拡大会議・症例検討会の内容について

第1回ミニ世話人会 〃 4月16日 8人 今後の方針、メンバー構成等の検討

第22回 〃 5月14日 10人 今後の方針の検討、次回症例検討会・拡大会議の内容について

第2回ミニ世話人会 〃 6月11日 8人 世話人の新規メンバー推薦について、拡大会議内容

第3回ミニ世話人会 〃 7月9日 8人 新世話人の確定、メンバー構成等の検討、症例検討会の内容について



在宅医療・緩和ケアカンファレンス活動
症例検討会

日時 参加人数 開催場所 主な議題

第1回 2011年 10月4日 110人 杏林大学 大学院講堂 症例についてのパネルディスカッション、質疑応答

第2回 2012年 2月7日 80人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 症例についてのディスカッション、質疑応答

第3回 〃 6月12日 68人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 症例：がん末期患者へのマネージメント、質疑応答

第4回 〃 9月11日 43人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 症例：パーキンソン病患者へのマネージメント、質疑応答

第5回 2013年 3月12日 51人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 症例：多数の合併症を持つ末期癌患者の在宅療養について

第6回 〃 6月11日 59人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 症例：老衰をどのように考えるか、質疑応答

第7回 〃 9月17日 58人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 症例：若年末期癌患者のQOLをどのように援助するか

第8回 〃 12月16日 64人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 症例：認知症を地域で支える。

第9回 2014年 3月4日 59人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂
いまさら聞けない、あの専門職の専門性。～あの人はいったい何を考
えているの？

第10回 〃 6月24日 67人 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂
いまさら聞けない、あの専門職の専門性。～あの人はいったい何を考
えているの？～在宅の限界点

第11回 〃 9月16日 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂
いまさら聞けない、あの専門職の専門性。～あの人はいったい何を考
えているの？～在宅の崩壊例について

第12回 〃 12月16日 武蔵野赤十字病院 山﨑記念講堂 末期がん患者・家族が安心して生活するために我々が出来ること



杏林大学病院外科病棟における在宅医と病棟スタッフの顔の見える
ミーティング
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在宅医療・緩和ケアカンファレンス
その活動・成果に対する認識

•地域の在宅療養･ケア関係者の多くの参加を得
て、多職種の参加と情報・業務交流を促進

•在宅医と地域基幹病院との連携促進に貢献

•地域全体で患者を見守る

•より適切な施設でのケア推進

•東京都の「在宅緩和ケア推進事業」を受託

•大病院との連携には課題が残る

•基幹病院の病院スタッフ（医師、看護師 etc）の
在宅・緩和医療への理解推進

•市民・患者・患者家族の参加に課題

•地域拡大への試み・行政との協働 が課題



まとめ
地域で在宅・緩和医療を円滑に進めるには

① 地域での受け皿としてのシステムを確立
・ 多職種から構成されるチーム組織とする
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・理学療法士・介護士
地域包括支援センター・

・ それぞれの特性地域に応じた形態 ゾーンディフェンス型
・ チ－ム組織内での情報の共有化

② 基幹病院との連携、地域の緩和病棟の有効利用
基幹病院医師の参加

③ 基幹病院の病院スタッフ（医師、看護師 etc）の
在宅・緩和医療教育

④ 基幹病院から地域の受け皿システムへの

円滑な情報の流れと患者移動
（在宅医と病棟医・看護師の顔の見える連携は必須）

在宅医療・緩和ケアカンファレンスの活動は地域の医
療連携に大きく貢献している。


