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船橋在宅医療ひまわりネットワーク実践発表会



【はじめに】

• 急速な高齢化に備え、平成２５年「船橋在宅医療ひまわりネット
ワーク」が設立され、医療・介護の連携推進を目的に様々な活動・
事業が展開されている。

• そうした中、医療・介護だけでなく予防活動や生活支援・家族支援
まで幅広く実践できる訪問看護のさらなる推進・質の向上を目的に
市内訪問看護ステーション連絡会を協議会とし５年が経過。当協議
会としても毎年研修会を開催している。

• 今回、在宅支援の要である介護支援専門員（以下CM）と連携強化
（『お互いをもっと知ろう』）を目的とし、合同研修会を開催した。

• 結果、お互いの意識のずれや連携の課題、連携に必要な要素が整理
されたのでここに報告する。



【倫理的配慮】

•今回研修のまとめを発表することについては、訪問看護ステー
ション所長会及び介護支援専門員協議会代表者へ説明し承諾を
得た。また個人が特定されたりしないようにアンケートの取り
扱いには十分配慮した。



○訪問看護ステーションの数は、近年の増加が著しい。訪問看護を行う病院・診
療所は、医療保険で実施する病院・診療所が多く、介護保険を算定する病院・診
療所は減少傾向である。



○訪問介護事業所数は訪問看護事業所の約3.3倍、訪問リハビリテーション事業所は訪
問看護事業所の約0.4倍である。
○訪問看護事業所数は、過去10年で約1.2倍に増加しているが、他のサービス事業所に比べて伸
び率が低い。





ふなばし市訪問看護連絡協議会

【目的】

訪問看護の普及・推進を図り、相互の連携を保ち、在宅療養の充実、

看護の質の向上に寄与する。

【事業】

①訪問看護の普及・推進のための啓もう活動（普及・啓発研修：年２回）

②看護の質の向上と訪問看護師の育成支援（現任研修：年１～２回）

③訪問看護と多職種の連携強化（多職種研修：年１回）

④訪問看護の管理運営と質の向上を図る（所長会：隔月、管理者研修年１回）

⑤会員相互の連携・調整（役員会：毎月 所長会：隔月）



合同研修会（多職種研修）
（8/8・9/17 ２回開催）

【目的】

①CMが訪問看護を積極的に活用しにくい現状を把握し、協議会としてCMとの協働のあり方、

訪問看護推進に向けた方策、活動の方向性について検討する。

②CM・訪問看護師がお互いの連携・協働について考えるきっかけとなる。

【目標】

①CMは、訪問看護サービスについて正しく理解できる。

②CMは、訪問看護利用や訪問看護師との連携上、日頃困っている事、できている事につ

いて振り返ることができる。

③訪問看護師は、CMの困っている事を知り、訪問看護師として連携上必要な方策（要

素の抽出）を考えることができる。

④お互いを理解し（各々の意識のズレ等）在宅支援のあり方を共に考えることができる。

【研修企画運営】

今回は、企画運営からCM協議会と合同で取り組んだ。

研修者の参加可能な状況を鑑み、開催時間を工夫（１回は１８時半から、１回は１４時開催）



研修内容【２部構成】

１．訪問看護ステーション紹介
訪問看護制度説明

２．グループワーク
目標：CMと訪問看護師がざっくばらんに話し合い、

「明日からできる連携」について考えることができる。
進め方：①自己紹介

②ミニレクチャーの感想とそこから得た発見・疑問
③「連携」について苦手と思う事、困った経験等

ぶっちゃけトーク！

②③を踏まえて、アクションプラン３つ
（これならできそう！やってみようかな・・）



ミニレクチャー
の感想

苦手克服の取り
組み・工夫

連携って
いうけど・・

実はここは
苦手かも・・・

新たな発見・
疑問

アクションプラン
明日からやってみる！

グループワークシート



【結果】（訪問看護師側の感想から）

【参加者】

１回目（8/8） CM 88名 訪問看護師 １４名

２回目（9/17）CM 37名 訪問看護師 ２２名

【訪問看護師へのアンケート内容】

１．研修に参加し、CMの悩み、困っている事等を理解する機会

となりましたか？

２．GW:CMとの連携について、理解が深まりましたか？

３．日々の活動に繋がる研修でしたか？

＊各項目に自由記載欄を設けた。



担当者会議で、専門
用語が飛び交い、話
の内容がわからない

看護師の経験によっ
て、利用者への対応
が異なる場合がある

ターミナルケア加算
の話をいつ本人・家
族とするのか、CMも
知っておきたい

介護保険から医療保
険の訪問看護に切り
替わった際に、CMへ

の連絡が行き届かな
いことがある

具体的な意見が聴けた

医療的な面で勉強にな
ると、CMから期待され
ている

医療保険での訪問看
護になっても、計画
書・報告書はCMに送
る必要がある

今さらわかった
CMのこと

CMは訪問看護

を入れるタイミン
グで悩む

CMは訪問看護

の回数や時間
設定に悩む

CMが訪問看護に

入ってもらいたいと考
えても、本人･家族が
必要性を理解してく
れず繋がらないがあ
ることを知った

医療面での必要性と
在宅生活での必要性
とのギャップがある

訪問看護の導入にも
悩みは尽きない

訪問看護指示書や
各種加算のことで苦
労している

訪問看護の各種
加算について戸
惑っている

訪問看護指示書
に関することにつ
いて戸惑っている

書類や加算のことで困っている

CMにも、それぞれ様々
な経験がある

お互いの立ち位
置が違うことによ
るモヤモヤがある

看護師とCMに壁が

あるとは思っていな
かった

ＣＭに思いを馳せる…

Nsの言葉掛けでCM

が落ち込むことがあ
る

ターミナルケアの時
は、置いていかれる
感じを抱いている

看護師が忙しくて相
談するタイミングが難
しいようだ

ケアプランが変わる都
度、担当者会議を開く
など、仕事が多く大変

曜日・時間の変更
があったら、その都
度ケアプランを変更
しなければならない
なんて大変

ケアプランの重み

電話や担当照会の際
に色々と気遣ってくれ
ている

訪問看護師は忙しそ
うなので、思っている
ことを伝えられないこ
とがある

訪問看護師に対して
緊張してしまい、思っ
ていることを伝えられ
ないことがある

訪問看護師に電話を
かける時、けっこう
迷っているんだ（時間
帯など）

訪問看護師への気遣い

CMの大変さを知った



確認し合った
お互いの思い

参加しているCMさん

のスキルが高く、いい
刺激になった

お互いに歩み寄るこ
とが大切

細かな状況の変化な
ど、CMに伝えるかど

うか迷っていたが、伝
えた方がよいことが
わかった

利用者が、介入して
いるサービスに不安
を感じている時、どの
ようにCMさんが伝え

てくれているのか知
ることができて安心し
た

実際に「何が」「どう」困っているか
を話し合うことが必要だと感じた

気遣いや迷いを知っ
て、こちらからどんな
対応をしていけばい
いか知ることができ
た

CMさんとの連携方法
の切り口がわかった

こんなことに気づいた

CMも訪問看護師も声

掛けを密にしながら、利
用者を一番に考えてケ
アに入っていることを確
認し合えた

日ごろ思っていても聴
けないことをざっくばら
んに話す事ができた

CMと語り合えた

いろいろな質問をいた
だけた

計画書や報告書では
理解し難い部分があ
る

顔が見える関係を作
ることで、伝えやすく
なる

CMが普段感じている

ことを聞けたのはよ
かった

ざっくばらんに話がで
きてよかった

CMの悩みを聞くこと
ができてよかった

こちらが思っているこ
とを伝えられてよかっ
た

困っていることが聞
けた

顔を見て話すっていいね

なかなか難しいと
思う

濃い内容だったのでも
う少しグループワーク
の時間がほしかった

楽しい研修会だった

５-６人のグループ

ワークはちょうどよ
かった

記録用紙が書きやす
くてよかった

主催側へのレスポンス

訪問看護の時間帯に
もっと来ていただこうと
思った

訪問看護師と家族の関
わりを知ってもらいたい

訪問看護の実際を知っ
てもらいたい

訪問看護の実際を共
有したい

訪問看護師のケアを
知ってもらいたい

病院や外来の看護師が、
CMや利用者・家族に訪

問看護の利用を働きか
けてほしい

病院や外来の看護師が
継続看護の視点で訪問
看護の理解を深めてほ
しい

病院・外来看護師にも伝えたい

訪問看護師のことも知ってほしい

顔の見える関係が作
れる研修はとてもい
い

今後もこのような研
修を続けてほしい



We are
One team

CMさんへの声掛けを

密にしながら、「忙し
い」で終わらせないこ
とが大切

なるべくこちらから話
しやすい雰囲気を作
ることが重要

なるべく担当者会議
に出られるよう調整し
たい

話し合える雰囲気を
出せるように努力し
ていきたい

会議の場面で、専門
用語をうっかり言って
しまわないように気を
つけたい

訪問看護師から歩み寄る

言い過ぎや言葉足らず
があっても「ごめん！」
と言い合える関係が必
要

事前に立ち位置が違う
ことを共有する必要が
ある

なるべく顔を合わせ
て関係性を作っていく
ことが重要

綿密に連絡していく
事が重要

担当者会議など、顔
を合わせる機会がと
ても大切

顔を合わせて話をす
るのは大切

利用者宅で顔を
見て連携したい

大切にしていきたいこと

医師との連携が難し
い場合には、看護師
に相談してもらえれ
ばスムーズだと思う

医療に対しての質問
をもっと話していきた
い

医療的な対応につい
て、もっと話をしてい
けるようにしたい

ターミナル期の関わ
りについて、もっと密
に話をしていきたい

医療従事者としての役割を果たす

CMの大変さがわかっ

たので、これからは
配慮できることがある
と思う

担当者会議にはでき
るだけ出席したい

利用者さんを含めて、
皆が同じ目線で関
わっていけるようにし
たい

利用者と家族の
ためにはチーム
ワークが一番

利用者と家族のた
めに連携できるよ
うに努力したい

連絡ノートを活用した
い

CMとの関係が深まるこ

とで、利用者によいケ
アが提供できる

ケースマネジメントで
困っている時は気軽に
声をかけてもらえる存
在になりたい

訪問看護導入に迷って
いる時は気軽に声をか
けてもらえる存在になり
たい



【考察】
●２回実施した研修後の訪問看護師側のアンケート結果から、回答者全員が

CMが感じている連携上の困難さや期待等について直接聴くことができた貴

重な機会になったと回答。その連携上の困難さをさらに分類し考察する。

１．訪問看護師とCMの連携の背景になる課題
「信頼感を基盤とした関係づくりへの努力：話しやすい態度】
CMは「看護師は忙しそう」「ターミナルの時は置いていかれる感じ」と日々

悩みながら情報共有をしようと努力している事、また訪問看護師は、「CMと

の間に壁があるとは思っていなかった」「電話をかける時もCMは結構迷って

いるんだ」ということに改めて気づかされている。

久保１）は、保健・医療・福祉の連携においては、専門職間の信頼関係は特

に重要であり信頼関係が作られている専門職種間では、処遇におけるお互いの

役割や位置が明確であるため、判断や役割分担が迅速である。また多少の無理

な依頼も可能になる場合があると述べている。連携の基盤となるのは、互いの

信頼関係であり、今回の結果からも訪問看護師は、CMの信頼感獲得のため、

自らの態度を見直す努力をしなけらばならない。



【考察】

２．CMとの連携における訪問看護師の取り組みの課題

【歩み寄り・医療の専門家としての役割遂行】

CMは、訪問看護介入のタイミングや医療面での必要性、訪問看護制

度に関して、さらに訪問看護指示書の依頼について悩んでいた。

一方看護師側も、CMへどのタイミングで伝達したらよいのか迷っていた。

このことから、訪問看護師は医療の専門家として、

①訪問看護介入成功事例をCMと共有（フィードバック）する

②福祉系のCMが多いことを十分理解し情報共有・伝達する（共通言語）

③病院・診療所など医療機関へ訪問看護推進の働きかけ、CMの代弁者

④身近な相談者としての意識、綿密な連絡努力が求められている。

（感謝の心・電話の向こう側に笑顔を届けるおもてなし・・）



【おわりに】
今回の研修により、訪問看護師とCMとの連携の現状と今後の課題が明確になった。

１．訪問看護師とCMの連携の背景になる課題として

【信頼感を基盤とした関係づくりへの努力 話しやすい態度】へのニーズ

２．CMとの連携における訪問看護師の取り組みの課題

【歩み寄り・医療の専門家としての役割遂行】の努力

３．直接顔を合わせる努力を惜しまず、利用者家族のために、One Teamの

精神で地域に貢献していきたいという共通の目標を持つことができた。

４．今回の研修は、互いを理解する機会となった。

船橋市は、急速に高齢化が進んでいる。誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし

続けられるように、今後も一層連携を強化し、「船橋市で良かった」と思われる支

援チームを構築していきましょう。
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