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平成 24（2012）年 6月 2日（土）14:00~16:25 

於：岡山県立図書館 デジタル情報シアター 

 

在宅医療連携支援チーム創設講演会  

 

演者（発言順）： 

加藤恒夫医師 Kato Tsuneo かとう内科並木通り診療所院長 

村松静子氏 Muramatsu Seiko 在宅看護研究センターLLP 代表、看護コンサルタン

ト株式会社代表取締役、日本在宅看護システム有限会社取締役、日本赤十字九州

国際看護大学客員教授 

赤瀬佳代看護師 Akase Kayo かとう内科並木通り診療看護師長、がん性疼痛看護

認定看護師 

 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） ただいまより「在宅医療連携支援チーム創設

講演会」を開催いたします。本日はみなさまお忙しいなか、本講演会にご参加いただ

きましてありがとうございます。司会進行を、かとう内科並木通り診療所の森由紀子

と長谷井由紀子が務めさせていただきます。 

かとう内科並木通り診療所では、新しい医療チーム「在宅医療連携支援チーム 結

（ゆい）」を結成し、平成 24 年（2012 年）７月１日から発足します。そこでは、地域

のみなさまが望まれる在宅ケアが提供できるよう、医療・福祉・介護に携わる方々へ

の支援を行ない、さらには在宅ケアの技術が向上するよう教育事業にも取り組みます。 

このたびはこういった私たちの活動を、広く地域のみなさま方にお知らせしたく、

講演会を開催させていただきます。 

本日のプログラムは初めに、かとう内科並木通り診療所院長・加藤恒夫、続いて在

宅看護研究センターLLP 代表・村松静子先生、そして最後にかとう内科並木通り診療所

看護師長・赤瀬佳代の順にお三方にご講演いただきます。なお、講演すべてが終わっ

たあとに、質疑応答の時間を設けておりますので、先生方へのご質問をまとめて受け

付けさせていただきます、ご了承ください。 

それでは最初に、「在宅医療連携支援チームと今後の在宅医療」と題して、かとう内

科並木通り診療所院長・加藤恒夫より講演していただきます。 

 

 

・・・〔加藤医師講演と村松氏講演は別紙参照〕・・・ 
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 進行（森由紀子・長谷井由紀子） 続いては、「在宅医療連携支援チームにおける

看護の役割」と題して、かとう内科並木通り診療所看護師長・赤瀬佳代よりご講演い

ただきます。 

 

在宅医療連携支援チームにおける看護の役割 

──皆さまが望む在宅療養の実現のために── 

 

赤瀬佳代 

 

◆緩和ケア岡山モデルでの関わりから、在宅医療連携支援チーム結へ 

 

〈赤瀬スライド１〉 みなさん、こんにちは。今

日はこれまでにいろいろなかたちで連携してきた

方々にもたくさん来ていただいて、久しぶりにお会

いすると、いろいろな事例の患者様を思い出すよう

で、本当にうれしく思っています。そして、村松先

生には東京からお越しいただいて、このようなかた

ちで応援していただき、本当に心強く思っています。

今回は、加藤院長が決断してくださって在宅医療連携支援チームを立ち上げることに

なり、私の念願でもありましたのでうれしく思っています。 

私は看護師として最初に、がんの治療病院に就職しましたが、そのときに、家に帰

りたいという患者様がほとんど帰れなかった現状を経験しました。なぜこの状態の患

者さんが家に帰れないのかと、とたくさん悩みました。自分が在宅に行くことで、患

者さんが家に帰る支援を知りたいという想いから、かとう内科並木通り診療所に就職

し、在宅医療の現場をみてきました。 

その中で思ったのは、在宅医療と病院の間に、何か架け橋、支援がいるのではない

かということです。そういった、かとう内科で働いていく中で学んだことを、事例を

通して話をさせていただこうと思っています。〔以下、スライド番号のみ記す〕 

〈２〉 今回たちあげた在宅医療連携支援チーム

は、「結（ゆい）」と命名しました。 

結という言葉にはまず、お互いに助け合い、協力

し合う精神の意味があります。私たちは、人と人を

結んで、医療機関と地域を結んで、医療と介護・福

祉とみなさまの生活を結んで、住み慣れた地域での
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療養生活を支えたい、そんな想いからこの名前をつけました。 

〈３〉 先ほどの加藤の話にもありましたが、「緩

和ケア岡山モデル」での関わりをとおしての、事例

紹介をさせていただきます。この方のケースでは、

病院の化学療法室と連携して、疼痛緩和と在宅ケア

が実現しました。 

Ａさんは、60 歳代の男性で、膀胱がんと直腸がん、

仙骨転移があった、建築業の方です。ご家族は、要

介護状態の奥さま、次女ご夫婦と同居されており、長女は同市内に在住されていまし

た。 

Ａさんから「仙骨の痛みを何とかとってほしい」といわれたＢ病院の主治医からは、

「虚血による痛みだから対処方法がない」と説明され、Ａさんは納得できず、Ｃ医院

を受診され、症状コントロール目的で当診療所に紹介されました。 

〈４〉 ご本人の思いは、「仙骨の痛みをとって、

家で過ごしたい」、というものでした。 

私たちは、疼痛緩和と在宅調整目的で当院に入院

されてきたこの方に、まずは苦痛をとるということ

で、疼痛コントロールを図ります。そのうえで、生

活に即した疼痛コントロールに変更していきます。

まず注射で痛みをとり、それから、この方に即した

対応として、家で過ごすためには内服薬に変えていく、あるいは坐薬に変えていくな

どですが、この方の日常生活を観察しながら変更していきました。 

また、化学療法の可能性があると主治医が判断したことから、治療病院を紹介し、

Ｏ病院に転院しました。 

そしてこの後、化学療法を継続しながら、在宅療養を実現させるための、在宅調整

のために当院にまた戻ってこられました。 

先ほど説明のあった緩和ケア岡山モデルでのサポート体制をこの方のために整備し、

自宅療養を再開しました。 

〈５〉 先ほど加藤の説明でも提示のあった、緩

和ケア岡山モデルの、Ａさんの診療連携図です。ま

ず、当院が疼痛緩和と診療連携調整を行ない、Ｏ病

院が化学療法を行ないます。日常的な診療について

はＡ医院が行ないます。そして、訪問看護ステーシ

ョンが病状の評価と日常生活の援助を行ない、ヘル

パーステーションが日常生活の援助を行ないます。

そして、調剤薬局が薬と薬剤情報を提供してくれます。 
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当院は主に医療的なところを調整しましたが、このときに力を発揮してくれたのが

ケアマネージャーでした。 

在宅で化学療法の副作用が出てくる中では、状態が日々変わっていきます。次の受

診時に困らないように、介護タクシーの手配をしたり、休める場の交渉など、このよ

うな部分については、日頃の状態がわかっている看護師から、今このような問題が起

こっているとメーリングリストで情報が流れ、そのうえでの調整を当院やケアマネー

ジャーが担っていくサポートをしていました。 

そのような中で治療と日常生活がうまく融合した状態での療養生活をできるよう、

サポートしていきました。 

〈６〉 しかし、痛みの増強のためにこの方は再

度入院することになります。化学療法による治療効

果はこれ以上望めないと医師から判断され、この方

はとても苦悩しておられました。化学療法をしなけ

れば生きている意味がない、治らないかもしれない

のだったら生きている意味がない、とこの方は言わ

れるくらい悩んでおられました。 

しかし、その思いをしっかりと聞き、在宅の主治医や治療担当医と情報を密に交換

しながら、この方が受けとめていけるかたちでの話し合いをすすめ、この方は、化学

療法を止めなければいけないという状況を、受けとめていくようになります。 

そして、在宅療養を目指して、疼痛コントロールを再度図ります。 

しかし、突然の呼吸困難の出現により、やはり家に帰ることは難しい、でも、この

呼吸不全は何とかとれるかもしれないということで、治療病院のＯ病院へまた転院さ

れました。終末期になると一般的に、状態が悪くなったときに看取りと判断されがち

ですが、この方の今の症状は、何とか手当があるかもしれないとの主治医の判断のも

と患者さんとご家族に説明され、そのことに納得し、患者さんは一度、O 病院に行かれ

ました。 

先生のその判断は正しく、状態は改善して、当院にまた戻ってこられ、在宅療養を

再度めざしかかったのですが、しばらくして当院にてお亡くなりになられました。 

私たち在宅医療連携支援チームが大切にしたいと思っているのは、やはり一つひと

つの事例です。その事例を振り返ることの中で、次の学びが必ずあると思っています。 

そのような意味で連携事例カンファレンスを、関わった方になるべく多く集まって

もらって開催したいと思っています。その連携事例カンファレンスの中で出てきたこ

とを、以下にお話しします。 

まず、「メーリングリストや合同カンファレンスでの、同時進行での情報の共有はや

はり有効である。」また、「治療に伴う副作用の増強時も、生活視点での助言やサポー

トがあり、それによって在宅療養が可能になった。」「外来化学療法の実施期から在宅
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緩和ケアに至るまでの、ギアチェンジには、早い段階からの連携が重要である。」とい

うことなどが、このＡさんをはじめとする連携事例カンファレンスの中で話し合われ

ました。 

〈７〉 そして、これも加藤の話で紹介されまし

たが、当チームを研究評価してくださっている先生

が、平成 16 年に「在宅緩和ケアチームの組織化と課

題」として整理してくださった資料があり、それか

らの一部を引用させていただきます。 

事例でも話がありましたように、連携がスムーズ

に行われるためにはどのようなことが必要かという

ところで、チーム医療開始前の専門チームによる準備として、まず「ルールづくり」、

「事前の疼痛コントロール」、「ネットワークの構築」があげられていました。このあ

たりを、私たちはお手伝いしていきたいと思っています。 

また、「緩和ケア特有のケアや薬剤の理解」といったことも、情報提供し、一緒に考

えていくことで、みなさんにも理解を深めていっていただくお手伝いができれば、と

思っています。 

そして、「専門チームとプライマリーチームの役割分担」について、これは私たちが

勝手に決めるものではなく、みなさんと話し合っていく中で、どういう役割分担が必

要なのか、「プライマリーチーム（とくに医師）の裁量権とその範囲」はどうなのか、

ということも話し合いながら決めていきたいと思っています。 

〈８〉 実際にどのようなかたち

で私たちがみなさんのお手伝いをで

きるかを、先に紹介した評価研究を

してくださる先生が、資料中に概念

図としてまとめてくれているのでご

紹介します。「在宅緩和ケアにおけ

るチーム連携の経過と構造」につい

て説明します。 

まず、ご本人・ご家族からの依頼、

あるいは病院からの依頼かもしれま

せんが、それを受けて私たちは動く

ことになります。なによりもまず症状緩和、次に、ご家族がどのようなかたちで動く

ことができるのかの評価、そして、患者様と医療者の関係を構築することの３つを、

私たちはお手伝いしたいと思います。 

そしてプライマリケアチームには治療や生活面を主にケアしてもらうことになりま

す。もともとこういったかかりつけ医やかかりつけチームを持っておられる方もいら



かとう内科並木通り診療所 2012 年 10 月                          在宅医療連携支援チーム創設講演会 講演３赤瀬 

 

 6 

っしゃいますが、そのような存在はないという方には、私たちから、お近くのかかり

つけチームを紹介することも行ないます。開業医の選択にあたっては、在宅緩和ケア

への関心度・知識・技術・態度、そして地理的条件も重要になってきます。私たちだ

けではやはり遠方にはなかなか直接の支援ができませんので、患者様のお近くの開業

医やプライマリケアチームを探して、私たちは彼らを支援するという位置づけになり

ます。 

そしてベースとして、後方病院の確保も必要になります。非常時の安全確保という

面では、みなさんが一番心配なさるところですので、患者様との関係が長い病院に頼

むこともあれば、身近かにある PCU（緩和ケア病棟）にお願いすることもあるかと思い

ます。 

そして「死亡による連携終結」とありますが、これは先ほど述べましたように、連

携事例カンファレンスの開催によって次に活かしていくための振り返りを行い終結と

します。……全体はそのような流れになっています。 

 

◆高齢者施設での看取りケアの支援について 

 

〈９〉 先ほどの加藤の話で、高齢者施設での看

取りが少ないとの指摘がありましたが、私たちは高

齢者施設での看取りケアの支援も行なっていますの

で、事例をご紹介します。医療行為が多くなる終末

期の、認知症のあるがんの患者さんの例です。 

80 歳代の男性Ｂさんは、十二指腸乳頭部がんで多

発肝転移があり、認知症もある方でした。有料老人

ホームに奥さまと共に入所されています。 

根治手術が困難と判断されて、胆管狭窄に対してはステントを留置しましたが、胆

道感染を起こします。ステントの入れ替えもできず、施設での看取りを希望されまし

た。 

ご本人の思いは、「もう、よう生きた。父の年まで生きたから、もう構わん」。ご家

族の意向も、緩和的治療で、顔なじみのスタッフがいる施設での看取りを希望されま

す。 

そして、何といってもうれしい話は、施設の方針です。施設での看取りを行なうの

で、ご本人には穏やかに過ごしてほしい、との方針を示されたからです。施設でこう

いう方針を出してくれるところは、なかなか少ないのです。 

〈10〉 きちんとしたデータはありませんが、この方を支援した施設の方に、実際

に施設での看取りをして、よかったこと、あるいは不安だったのはどんな点か、ご意

見を聞かせていただきました。 
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施設の方は、ご本人およびご家族の希望どおり、

住み慣れた場所で、顔なじみの職員に囲まれて、日

常生活の延長線上で穏やかに生活をしてもらえて、

本当によかったとおっしゃってくれます。実際、症

状コントロールのために、この方は当院に一度入院

されたこともあったのですが、そのときの表情は、

施設にいるときとは違ってました。慣れない環境に

とても緊張されていました。 

一方、施設での看取りを行なううえで不安なこととして、夜勤帯での介護職一人で

の対応、窒息や誤嚥・痙攣など急な苦しみを訴えたときの対応、看護師がいないとき

にそのような症状が起こったらどうしようとの不安を挙げられました。実際、そのよ

うな不安で夜間に私どもの診療所に何回か電話がかかってきたのを覚えています。 

また、医療者や家族への連絡のタイミングをどうしたらいいのだろう。自分たちは

看取りに対する知識がないのでどうしたらいいのだろう。ご家族やご本人の思いを十

分に確認ができているのか自信がないな……このようなことを施設の方は言われたり

もしました。 

〈11〉 そのような高齢者施設での看取りケアの

中で、私たちの支援のどのようなことが役に立った

のかをお聞きしました。 

まず、施設で行なえる症状緩和の方法や、看護師

が勤務している時間帯で対応できる方法の検討を行

なったこと、を挙げてくれました。やはり、夜間に

介護士一人しかいないという環境の中で、私たちか

ら、夜にこういう手当をしてほしいと注文しても、それはなかなか難しいのです。そ

れならば、夜間に起こりうる予測できる問題については、日中にできる方法は何かを

考えようということを、この方の日常生活とあわせて検討していきました。 

また、医療者とご家族、施設スタッフも一緒に面談を行なうようにしていましたの

で、３者の関係を構築でき、みんなが納得できる療養の実現になっていたと言ってく

れました。この点、医療者とご家族だけで話をしてしまって、施設スタッフの方に詳

しい病状説明がなされないということが、よくありがちなのです。 

そして、今後の医療との連携に望むこととしては、利用者が延命治療に対して自分

の意思を伝えられないことが多いため、ご本人の意向を尊重したご家族の意向の確認

や説明の仕方について、支援してほしい。今後、施設での看取りは多くなってくるの

で、医療と介護の連携がないと住み慣れた環境で穏やかに過ごすことはできないので、

医療連携の強化を願う。施設での看取りにおいて必要な知識の勉強会を開催してほし

い、と希望されています。 
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〈12〉 そうしたご要望に応えて、住み慣れた高

齢者施設で安心して過ごすことができるように、私

たちが行なっているものとして、地域に向けた学習

会の開催があります。「多職種による緩和ケア連続学

習講座」という月１回のオープンな学習会で、平成

23 年度は年間テーマ「緩和ケアを日常生活の援助に

取り入れよう」のもとで講演を行なっています。今

年夏からの平成 24 年度は、「地域における高齢者の緩和ケア」を年間テーマに掲げて

継続していく予定であり、みなさまとともに学べる学習会を企画していきたいと思っ

ています。 

また、昨平成 23 年６月には、市民公開講座を開催し、本日も来ていただいているメ

ッセンジャーナースに講演をお願いしました。「住み慣れた場所で最期まで自分らしく

過ごせるように」というテーマで、来場された一般市民の方も巻き込んで、どのよう

にすれば、そういうことができるようになるのだろうか、と話し合うことができまし

た。みなさまと在宅医療を一緒に考える機会を、これからも持ちたいと考えています。 

〈13〉 先に話しました緩和ケア岡山モデルのＡ

さんの事例ですが、今後、緩和ケア岡山モデルが在

宅医療連携支援チーム 結へ移行するに伴って、何が

どのように変わるのかについて触れておきます。 

今までは、かとう内科並木通り診療所というと、

皆さん、がんの終末期ケアをイメージする、とよく

耳にしました。これからの私たちは、がんの在宅緩

和ケアの実践から、高齢者ケアを含む全疾患への対応を目指していきたいと考えてい

ます。 

また、医師主導から看護師主導へ切り替わっていきます。これは、医療と生活がよ

り結びついた支援を目指していく、ということです。 

さらに、施設ケアも含めた、在宅療養支援を目指しています。施設ケアでは、訪問

看護が導入できないなどのいろいろな制約があるのですが、この在宅医療連携支援チ

ームはそういった枠組みを超えて活動できるようにしたいと思っています。 

〈14〉 その私たち在宅医療連携支援チーム 結の

特徴をあらためて掲げますと、先ほどの加藤の話に

もありましたが、看護師が架け橋になることで、よ

りみなさまの目線に近いお手伝いをしたいと思って

います。 

さらに、多職種の目線にも近い活動によって、チ

ームの名称のとおり、多職種を結びつける活動を行
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なっていきます。 

そして何よりも、看護の主体性を育成していきたいと思っています。私は、看護の

主体性が育まれれば、より患者さんの意向を尊重した充実した医療が提供できるよう

になると信じています。看護が動けば大きく変わる、そう思って活動しています。今

日ここにご参加いただいている看護のみなさんにも、どうか一緒に力を発揮していた

だければと思っています。 

 

◆在宅医療連携支援チームの活動に活かされるメッセンジャーナースの視点 

 

〈15〉最後に、メッセンジャーナースについてで

すが、在宅医療連携支援チームの活動にどう活かさ

れていくのかを、メッセンジャーナースの視点にた

った事例をとおしてご紹介します。 

まず、メッセンジャーナースの定義ですが、これ

は先ほど村松先生がお話ししてくださいましたので、

みなさまにはご理解いただけたかと思うのですが、

私の言葉で今一度述べさせていただきます。 

「自分らしい生を全うする治療・生き方の選択を迫られたときに、医療の受け手に

生じる心理的内面の葛藤を認め、医療の担い手と受け手の認識のズレを正す対話を重

視し、医療の受け手自らが選択・納得に至るまでの懸け橋となる看護師」 

この中でとくに私がいちばん大事にしたいのは、「自分らしい生を全うする（ための）

治療・生き方（を）選択」するためのお手伝い、というところになると思います。そ

して、医療の選択をするときは、本当に皆さま、いろいろな葛藤を抱えられます。そ

して、医療の担い手と受け手には認識のズレが発生します。そのようなところを、対

話を重視して、医療の受け手自らが選択して、納得に至るまでの架け橋となるようお

手伝いしたいと思っています。 

特に在宅医療の転換期には、本当に皆さんが、心の葛藤を抱えられます。「家で過ご

したいけれど、こんな症状が出てきて、病院に行かないといかんのかなあ」「本当にも

っと治る治療って、ないのかな。でも、先生はもう何も治療できないって言うし」…

…医療者にはなかなか言えないそんな葛藤をみなさんが抱える中で、自分の納得がい

くまで、治療について、在宅での療養について、十分に検討できているのかと思うこ

とがあります。 

私自身、在宅側にいて患者様が帰ってくるのをお受けするにあたって、「本当はもっ

と治療したかったんだよな」という人もいれば、治療しながら在宅療養している人の

中にも「本当は辛いんだよね、この治療」と言われる方など、さまざまな心の葛藤を

抱えている方が多くおられると感じます。 
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実際に、一つの事例を紹介いたします。 

〈16〉 Ｃさん、60 歳代の女性で、脳腫瘍と腰椎

圧迫骨折を患っており、ご主人と長男ご家族と同居

されているほか、同市内に長女ご家族も住んでいま

す。ご家族で自営業を営んでおられました。 

Ｄ病院で放射線治療と化学療法を行ない、ご本人

は自宅に帰りたがっていましたが、ADL の低下もあ

って、すぐに在宅は難しいと判断されました。それ

で一度、Ｅ病院に転院され、そのあと在宅調整をし、ヘルパーと訪問看護を導入して、

在宅療養を開始されました。 

〈17〉 Ｃさんには現在は失語があって、ご自分

の思いをはっきりと言葉では言えないのですが、以

前から家で過ごしたいと言っておられました。 

ご主人の思いはど、「抗がん剤を服用させることに

意味があるのだろうか？」「動けなくなって、遠くの

病院まで動かすのはかわいそうだ」「でも、先生の顔

をたてんといけんな」「長いこと、家に帰りたいと言

っていたのを、やっと連れて帰ってこられた。このまま静かに家で過ごさせてあげた

い」。 

また、お嫁さんの思いは、「家に帰ってとてもいい顔をしている。お父さんが、最終

的には決めることだと思うけど、このまま家でみてあげることはできないかな」「抗が

ん剤も、私はもういいと思う」とおっしゃっていました。 

〈18〉 Ｃさんのご家族の葛藤は何だったのでし

ょうか……「抗がん剤を続けていいのか？ 今の医

療体制でいいのか？」とご家族は思われていたので

す。 

しかし、医療者側の方針は、自宅での緊急時には

第１にはＥ病院、第２にはＤ病院の主治医に指示を

仰ぐように、というものです。 

医療者とご家族との間にどのような認識のズレがあったのでしょうか。 

主治医は、抗がん剤も服用しており、痙攣のリスクもあるため、経過のわかる病院

を緊急連絡先と指定したようです。 

しかし、このあたりについてご家族は、おそらく医師からの説明もあったのだとは

思われるのですが、よく理解されてはいませんでした。ご家族は、副作用でつらそう

な状態に、治療をやめたい思いで悩み、タイムリーに対応してもらえないということ

に不安を感じていました。 
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〈19〉 以上のような経過の中で、メッセンジャ

ーナースとしての私がどのような対応をしたか──

まず第１にしたのは、ご家族に、Ｃさんが本当に何

を望んでいるのかを、一緒に話し合ってみませんか、

との呼びかけです。 

私の呼びかけに、ご主人が「こいつのベッドサイ

ドで話そう。本人は言葉を発せないけど、我われの

話をぜんぶ聞いてもらったほうがいい」と応じてくれました。みんながベッドサイド

で一緒に、Ｃさんの表情を見ながら話し合いました。「いま言ったことには、きっとイ

エスだよね」「いやいや、いまの反応はイエスじゃない」などと話し合いながら、Ｃさ

ん本人の意向を確認していきました。 

その結果、ご家族が出された結論は、ご本人が望んでいた家にやっと帰ってこれた

のだから、本人の望みは「家で穏やかに家族と過ごすこと」。抗がん剤を服用していな

いときは穏やかだから、治療はしないで在宅療養を継続させたい。そうできるような

医療体制を考えてほしい、というものでした。 

Ｃさんには私から、「ご家族がそう言っているけれど、それでいいですか？」と呼び

かけたら、言葉は発しなかったのですが、うなずいたのを、ご家族みんなが確認しま

した。 

その結果の私の対応ですが、抗がん剤の中止について治療医に相談することと、往

診医を主体とした医療体制の整備を行なうことが必要と判断し、当院の中でチームメ

ンバー全員と話し合い、医師についてはやはり医師から話してもらうのがいいと、加

藤先生に力を仰ぎ、また往診医を主体とした医療態勢の整備についてはサポート体制

を構築しました。 

この事例に関しては、プライマリケアチームを支援するというものではないのです

が、メッセンジャーナースの視点として重要だと考えましたので、お話しさせていた

だきました。 

〈20〉 在宅療養の転換期には、治療の継続の可

否や、療養場所の選択など、様々な選択を迫られて、

患者さんとご家族の皆さんは混乱をしておられます。 

患者さんとご家族の葛藤に寄り添い、納得がいく

医療、療養の場の選択には、メッセンジャーナース

の視点──心理的内面の葛藤を認めて受けとめ、認

識のズレを正す、そのような対話を重視すること─

─がとても重要であると考えます。 

〈21〉 私たちは、皆さまが望むような在宅療養の実現をめざして、皆さまと共に、

チームをつくっていきたいと思っています。この写真の左に写っているのは当院の平
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木香織・認定心理士で、今日はここには来ることが

できませんでしたが、私とともに当院の在宅医療連

携支援チーム 結の窓口を務めます。会場の皆さまに

は、この２人の顔をぜひ覚えていただければと思い

ます。これで、今日来場してくださった皆さまとは、

顔の見える関係になれたかなと思いますので、これ

から、私ども結は皆さまをサポートしますし、皆さ

まにもぜひ在宅医療連携支援チーム結の育成に力を貸してくださいますよう、お願い

したいと思っております。 

本日は皆さま、お集まりいただき、本当にありがとうございました。〔拍手〕■ 

 

＊ 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） 赤瀬師長、ありがとうございました。 

それではこれより、質疑応答に移ります。 


